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1.学長直属

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Sasada T., Azuma,K., Hirai,T., Hashida,H., Kanai,M., Yanagawa,T. and Takabayashi
A.

【論　　題】 Prognostic significance of the immediate early response gene X-1(IEX-1) expression
in pancreatic cancer.

【雑 誌 名】 Annals of Surgical Oncology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 609 --617

【著　　者】 Numata,S., Harada,E., Maeno,Y., Ueki,I., Watanabe,Y.,Fujii,C.  Yanagawa,T.,
Takenaka,S., Inoue, T., Inoue,S., Goushi,T., Yasutake,T., Mizuta,T. and Yoshino,M.

【論　　題】 Paternal transmission and slow elimination of mutant alleles associated with late-onset
ornithine transcarbamylase deficiency in male patients

【雑 誌 名】 Journal of Human Genetics

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 53 , 10-17

【著　　者】 Fujii,T., Kawahara,A., Basaki,Y., Hattori,S., Nakashima,K., Nakano, K., Shirouzu,K.,
Nishio,K., Ono,M., Yanagawa,T., Yamana,H.,  Kuwano,M. and
Kage,M.

【論　　題】 Expression of Erb-2/HER2 and estradiol receptor alpha depends upon nuclear
localization of Y-box binding protein-1(YB-1) in human breast cancers

【雑 誌 名】 Cancer Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 68 , 1504-1512
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2.分子生命（遺伝情報）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Takahiro Sato, Mamoru Kurokawa, Yoshiki Nakashima, Takanori Ida, Yoshihiko
Fukue, Tomoko Takahashi, Masahito Ikawa, Masaru Okabe, Kenji Kangawa and
Masayasu Kojima.

【論　　題】 Ghrelin deficiency does not influence feeding performance.

【雑 誌 名】 Regul Pept.

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 145 , 7-11

「その他」

【著　　者】 児島将康 , 井田隆徳 , 佐藤貴弘

【論　　題】 特集 : 循環体液調節ペプチド -最近の進歩 - グレリンの基礎と新たな可能性

【雑 誌 名】 循環器科

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 64 , 468-475
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3.分子生命（高分子化学）

「単行本 /著書」

【著　　者】 Jung SM, Moroi M;  Eds. Sigalov AB

【タイトル】 Platelet glycoprotein VI

【書名・発行所】 Multichain immune recognition receptor signaling from spatiotemporal organization to
human disease,  Landes Bioscience

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 53-63

【著　　者】 Jung SM, Moroi M: Eds; Tanaka K, Davie EW

【タイトル】 Platelet collagen receptors

【書名・発行所】 Recent Advances in Thrombosis and Hemostasis 2008, Springer

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 231-242

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Teye K, Okamoto K, Tanaka Y, Umata T, Ohnuma M, Moroi M, Kimura H, Tsuneoka
M

【論　　題】 Expression of the TAF4b gene is induced by MYC through a non-canonical, but not
canonical, E-box which contributes to its specific response to MYC

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 33 , 1271-1280

【著　　者】 Gardiner EE, Al-Tamimi M, Mu FT, Karunakaran D, Thom JY, Moroi M, Andrews
RK, Berndt MC, Baker RI

【論　　題】 Compromised ITAM-based platelet receptor function in a patient with immune
thrombocytopenic purpura

【雑 誌 名】 J Thromb Haemost

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 6 , 1175-1182

【著　　者】 Jung SM, Takemura Y, Imamura Y, Hayshi T, Adachi E, Moroi M

【論　　題】 Collagen-type specificity of glycoprotein VI as a determinant of platelet adhesion

【雑 誌 名】 Platelets

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 19 , 32-42
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4.分子生命（細胞工学）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Saitoh S, Kobayashi Y, Ogiyama Y, Takahashi K

【論　　題】 Dual regulation of Mad2 localization on kinetochores by Bub1 and Dam1/DASH that
ensure proper spindle interaction.

【雑 誌 名】 Mol Biol Cell

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 19 , 3885-3897

【著　　者】 Takayama Y, Sato H, Saitoh S, Ogiyama Y, Masuda F, Takahashi K

【論　　題】 Biphasic incorporation of centromeric histone CENP-A in fission yeast

【雑 誌 名】 Mol Biol Cell

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 19 , 682-690
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5.生物学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Teye K, Okamoto K, Tanaka Y, Umata T, Ohnuma M, Moroi M, Kimura H, Tsuneoka
M.

【論　　題】 Expression of the TAF4b gene is induced by MYC through a non-canonical, but not
canonical, E-box which contributes to its specific response to MYC

【雑 誌 名】 International Journal of Oncology

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 33 , 1271-1280

【著　　者】 Sato T, Kurokawa M, Nakashima Y, Ida T, Takahashi T, Fukue Y, Ikawa M, Okabe
M, Kangawa K, Kojima M

【論　　題】 Ghrelin deficiency does not influence feeding performance

【雑 誌 名】 Regulatory Peptides

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 145 , 7-11

5.生物学
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6.化学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kida Y, Higashimoto Y, Inoue H, Shimizu T, and Kuwano K.

【論　　題】 A novel secreted protease from Pseudomonas aeruginosa activates NF-kappaB through
protease-activated receptors

【雑 誌 名】 Cell Microbiol.

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 10 , 1491-504

【著　　者】 Taira J, Furukawa S, Hatakeyama T, Aoyagi H, Kodama H

【論　　題】 Modifications of Hydrophobic Value and Hydrophobic Moment Value of Cationic
Model Peptides for Conversion of Peptide-Membrane Interactions

【雑 誌 名】 Bull. Chem. Soc. Jpn.

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 81 , 733-739

【著　　者】 Higashimoto, Y., Sugishima, M., Sato, H., Fukuyama, K., Sakamoto, H., Palmer, G.,
and Noguchi, M.

【論　　題】 Mass spectrometric identification of lysine residues of heme oxygenase-1 that are
involved in its interaction with NADPH-cytochrome P450 reductase

【雑 誌 名】 Biochem. Biophys. Res. Commun.

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 367 , 852-858

【著　　者】 Taira J, Jelokhani-Niaraki M, Osada S, Kato F, Kodama H

【論　　題】 Ion Channel Formation Assisted by Electrostatic Inter-Helical Interactions in
Covalently Dimerized Amphiphilic Helical Peptides

【雑 誌 名】 Biochemistry

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 47 , 3705-3714

「その他」

【著　　者】 東元祐一郎

【論　　題】 In vitro selection of DNA aptamers against advanced glycation end-products.

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 71 , 247-253

6.化学

- 6 -



【著　　者】 Nakashima S, Higashimoto Y, Noguchi M and Sakamoto H

【論　　題】 Interaction between Heme and Synthetic Peptides Containing Heme Regulatory Motifs
of Rat Heme Oxygenase-2.

【雑 誌 名】 Peptide Science

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 44 , 249-250

【著　　者】 Taira J, Osada S, Jelokhani-Niaraki M, Ehara T, Kodama H

【論　　題】 Enhancement of Ion Channel Formation by Electrostatic Interaction Incorporated in
Dimeric Helical Peptide

【雑 誌 名】 Peptide Science

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 285-288

【著　　者】 Ito J, Taira J, Osada S, Kato F, Kodama H

【論　　題】 Synthesis and Ion Conductance of Cervinin Peptides

【雑 誌 名】 Peptide Science

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 277-280

6.化学

- 7 -



7.物理学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Tsuruoka F

【論　　題】 Indentation on piezoelectric powder by application of pulses

【雑 誌 名】 ICUltrasonics (Physical acoustics)

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 R21 , 3728-3731

7.物理学

- 8 -



8.解剖学 (肉眼・臨床解剖）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 矢毛石 玲

【論　　題】 塩酸セビメリン投与によるシェーグレン症候群モデルマウス顎下腺の超微形態学
的およびアクアポリン 5の免疫組織化学的検討

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 71 , 27-37

【著　　者】 Yakeishi A., Saga T., So H., Tetsuka M., Araki Y., Kobayashi S., Yamaki K.

【論　　題】 A Case of Horseshoe Kidney with Surplus Renal Arteries

【雑 誌 名】 The Kurume Medical Journal

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 54 , 89-93

8.解剖学 (肉眼・臨床解剖）

- 9 -



9.解剖学 (顕微解剖・生体形成）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 近藤照義、中村桂一郎、高村徳人、徳永 仁

【論　　題】 Up-regulation of 2-adrenergic receptor immunoreactivity in astrocytes in the spinal
cord after dorsal rhizotomy
(後根切除による脊髄アストロサイトにおける ß2アドレナリン受容体免疫活性の
増加 )

【雑 誌 名】 九州保健福祉大学研究記要

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 9 , 153-161

「その他」

【著　　者】 中村桂一郎

【論　　題】 線維芽細胞をめぐる最新の知見

【雑 誌 名】 顕微鏡

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 43 , 84

9.解剖学 (顕微解剖・生体形成）

- 10 -



10.生理学（脳・神経機能）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Mottershead DG, Pulkki MM, Muggalla P, Pasternack A, Tolonen M, Myllymaa S,
Korchynsky O, Nishi Y, Yanase T, Lun S, Juengel JL, Laitinen M and Ritvos O.

【論　　題】 Characterization of recombinant human growth differentiation factor-9 signaling in
ovarian granulosa cells.

【雑 誌 名】 Molecular and Cellular Endocrinology

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 283 , 58-67

【著　　者】 Fan WQ, Yanase T, Nishi Y, Chiba S, Okabe T, Nomura M, Yoshimatsu H, Kato S,
Takayanagi R, Nawata H.

【論　　題】 Functional potentiation of leptin-Stat3 signaling by androgen receptor.

【雑 誌 名】 Endocrinology

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 149 , 6028-6036

【著　　者】 Ito M, Takahashi Y, Imai M, Tsukui T, Yamakawa N, Nakagawa K, Ohgi S, Horikawa
T, Iwasaki W, Iida A, Nishi Y, Yanase T, Nawata H, Miyada K, Kono T, Hosoi Y,
Saito H.

【論　　題】 Glutathione S-transferase theta 1 expressed in granulosa cells as a biomarker for
oocyte quality in age-related infertility

【雑 誌 名】 Fertillity and Sterility

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 90 , 1026-1035

【著　　者】 Wu YL, Chuang HH, Kou YR, Lee TS, Lu SH, Huang YC, Nishi Y, Yanase T

【論　　題】 Regulation of LH receptor and PGF2alpha receptor signaling by the regulator of G
protein signaling 2 (RGS2) in human and mouse granulosa cells.

【雑 誌 名】 Chinese Journal of Physiology

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 51 , 282-291

【著　　者】 Woods DC, Liu H-K, Nishi Y, Yanase T, Johnson AL.

【論　　題】 Inhibition of proteasome activity sensitizes human granulosa tumor cells to
TRAIL-induced cell death.

【雑 誌 名】 Cancer Letters

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 260 , 20-27

10.生理学（脳・神経機能）

- 11 -



「その他」

【著　　者】 西 芳寛 ,柳瀬敏彦 ,御船弘治 ,Fan WQ,葉 純子 ,名和田 新 ほか

【論　　題】 アンドロゲン受容体ノックアウトマウスの中枢性肥満発症機序の解明

【雑 誌 名】 九州実験動物学会雑誌 (ISSN 0919-2786)
第 26回九州実験動物研究会総会 (佐賀 2008.11.15)

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 24 , 81

【著　　者】 柳瀬敏彦 ,Fan WQ,西 芳寛 ,加藤茂明 ,名和田 新 ,高柳涼一

【論　　題】 アンドロゲンとメタボリックシンドローム (シンポジウム )

【雑 誌 名】 日本内分泌学会雑誌 (ISSN 0029-0661)
第 16回日本ステロイドホルモン学会学術総会 (福井 , 2008.11.22)

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 84 , 562, 574

【著　　者】 葉 純子 ,西 芳寛 ,比江島啓至 ,千葉政一 ,吉松博信 ,御船弘治 ,児島将康 ,細田洋
司 ,楠川仁悟 .

【論　　題】 デカン酸修飾型グレリンの産生・分泌動態と生理活性についての検討

【雑 誌 名】 肥満研究 (ISSN 1343-229X)
第 29回 日本肥満学会総会 (大分 , 2008 10.17-18)

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 14 (supplement) , 43, 150

【著　　者】 西 芳寛 , 葉 純子 ,田尻祐司 ,山田研太郎 ,児島将康 ,田中永一郎 .

【論　　題】 デカン酸修飾型グレリンの分泌動態 :肥満度 ,インスリン抵抗性との関連

【雑 誌 名】 日本糖尿病学会雑誌 (ISSN 0021-437x)
第 46回 日本糖尿病学会九州地方会 (久留米 , 2008 10.10-11)

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 52 , 68

【著　　者】 柳瀬敏彦 ,範 呉強 ,西 芳寛 ,千葉政一 ,吉松博信 ,高柳涼一 ,名和田 新 .

【論　　題】 アンドロゲンの抗肥満作用 :アンドロゲン受容体によるレプチンシグナル増強効
果

【雑 誌 名】 日本糖尿病学会雑誌 (ISSN 0021-437x)
第 46回 日本糖尿病学会九州地方会 (久留米 , 2008 10.11-12)

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 52 , 76

【著　　者】 御船弘治 ,西 芳寛 ,矢吹 映 ,児島将康 ,寒川賢治 .

【論　　題】 絶食時のマウスにおけるデカン酸修飾グレリンの分泌動態について

【雑 誌 名】 日本獣医学会雑誌 (要旨集 )(ISSN 1347-8621)
第 146回 日本獣医学会学術集会 (宮崎 ,2008 9.24-26)

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 142 (A-2)

10.生理学（脳・神経機能）

- 12 -



【著　　者】 西 芳寛 ,葉 純子 ,比江島啓至 ,細田洋司 ,野々下晃子 ,御船弘治 ,田中永一郎 ,寒
川賢治

【論　　題】 デカン酸修飾型グレリンの産生・分泌動態の検討 :特異的測定系の開発とその応
用

【雑 誌 名】 日本内分泌学会雑誌 (ISSN 0029-0661)
第 81回 日本内分泌学会総会 (青森 ,2008 5.16-18)

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 84 , 68, 242

【著　　者】 葉 純子 ,西 芳寛 ,比江島啓至 ,細田洋司 ,村井恵良 ,田中永一郎 .

【論　　題】 デカン酸修飾グレリンの産生・分泌動態の解析 :特異的な測定系の開発

【雑 誌 名】 日本生理学雑誌 (ISSN:0031-9341)
第 58回西日本生理学会 (学会抄録・議事録 )

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 70 , p.51-65 (p.56, A.17)

10.生理学（脳・神経機能）
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11.生理学（統合自律機能）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Ooba S, Hasuo H, Shigemori M, Akasu T

【論　　題】 Diazepam attenuates the post-traumatic hyperactivity of excitatory synapses in rat
hippocampal CA1 neurons

【雑 誌 名】 Neurosci Res

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 62 , 195-205

11.生理学（統合自律機能）
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12.医化学

「単行本 /著書」

【著　　者】 野口正人 ,小俣義明 ,高橋研一 ,坂本 寛
山木達彦 ,福井俊郎 ,一島英治 ,鏡山博行 ,虎谷哲夫 編者

【タイトル】 Acetate-CoA ligase, Butyrate-CoA ligase, Long-chain-fatty-acid CoA ligase,
Succinate-CoA ligase(GDP-forming), Succinate-CoA ligase(ADP-forming),
Glutarate-CoA ligase, Cholate-CoA ligase, Oxalate-CoA ligase, Malate-CoA ligase,
Acid-CoA ligase(GDP-forming), Biotin-CoA ligase, 4-Coumarate-CoA ligase,
Acetate-CoA ligase(ADP-forming), 6-Carboxyhexanoate-CoA ligase,
Arachidonate-CoA ligase, Acetoacetate-CoA ligase, Propionate-CoA ligase,
Citrate-CoA ligase, Long-chain-fatty-acid-luciferin-component ligase,
Long-chain-fatty-acid-[acyl-carrier-protein] ligase, [Citrate(pro-3S)-lyase] ligase,
Dicarboxylate-CoA ligase, Phytanate-CoA ligase, Benzoate-CoA ligase,
o-Succinylbenzoate-CoA ligase, 4-Hydroxybenzoate-CoA ligase, 3α , 7α
-Dihydroxy-5β -cholestanate-CoA ligase, Phenylacetate-CoA ligase, 2-Furoate-CoA
ligase, Anthranilate- CoA ligase, 4-Chlorobenzoate CoA ligase

【書名・発行所】酵素ハンドブック (第 3版 ) 朝倉書店

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 877-885

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Mizoguchi T, Harada J, Isaji M, Yoshida S, Oh-oka H, Tamiaki H

【論　　題】 Preferential binding of hydroxy-carotenoids to the peripheral antenna and
methoxy-analogs to the core complexes in the purple photosynthetic bacterium
Rhodopseudomonas sp. Rits

【雑 誌 名】 Carotenoid Science

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 13 , 33-37

【著　　者】 Harada J, Miyago S, Mizoguchi T, Azai C, Inoue K, Tamiaki H, Oh-oka H

【論　　題】 Accumulation of chlorophyllous pigments esterified with geranylgeranyl group in the
CT2256-deleted mutant of the green sulfur bacterium Chlorobium tepidum

【雑 誌 名】 Photochemical & Photobiological Sciences

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 7 , 1179-1187

【著　　者】 Saga Y, Harada J, Hattori H, Kaihara K, Hirai Y, Oh-oka H, Tamiaki H

【論　　題】 pectroscopic properties and bacteriochlorophyll c isomer composition of
extramembranous light-harvesting complexes in the green sulfur photosynthetic
bacterium Chlorobium tepidum and its CT0388-deleted mutant under vitamin B12

-limited conditions

【雑 誌 名】 Photochemical & Photobiological Sciences

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 7 , 1210-1215

12.医化学
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【著　　者】 Inosako M, Kunishita A,Shimokawa C, Teraoka J,Kubo M, Ogura T, Sugimotoa H,
Itoh S

【論　　題】 Reaction of b-diketiminate copper(II) complexes and Na2S2

【雑 誌 名】 Dalton Transactions

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 44 , 6250-6256

【著　　者】 Suzuki K, Shimokawa C, Morioka C, Itoh S

【論　　題】 Monooxygenase Activity of Octopus Vulgaris Hemocyanin

【雑 誌 名】 Biochemistry

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 47 , 7108-7115

【著　　者】 Mizoguchi T, Isaji M, Harada J, Tamiaki H

【論　　題】 Identification of 3,4-didehydrorhodopin as major carotenoid in Rhodopseudomonas
species

【雑 誌 名】 Photochemical & Photobiological Sciences

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 7 , 492-497

【著　　者】 Higashimoto Y
Sugishima M
Sato H
Sakamoto H
Fukuyama K
Palmer G
Noguchi M

【論　　題】 Mass spectrometric identification of lysine residues of heme oxygenase-1 that are
involved in its interaction with NADPH-cytochrome P450 reductase

【雑 誌 名】 Biochem. Biophys. Res. Commun.

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 367 , 852-858

【著　　者】 Harada J, Mizoguchi T, Yoshida S, Isaji M, Oh-oka H, Tamiaki H

【論　　題】 Composition and localization of bacteriochlorophyll a intermediates in the purple
photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas sp. Rits

【雑 誌 名】 Photosynthesis Research

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 95 , 213-221

12.医化学

- 16 -



「その他」

【著　　者】 Mizoguchi T, Harada J, Yoshida S, Isaji M, Tamiaki H

【論　　題】 Diversity and localization of Bacteriochlorophylls possessing different 17-propionate
groups in purple bacteria antennae

【雑 誌 名】 In Photosynthesis. Energy of Sun

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 321-324

【著　　者】 Mizoguchi T, Isaji M, Harada J, Tamiaki H

【論　　題】 Compositional analysis of carotenoids in purple photosynthetic bacteria,
Rhodopseudomonas sp. strain Rits, upon irradiated light intensity

【雑 誌 名】 In Photosynthesis. Energy of Sun

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 267-271

12.医化学
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13.薬理学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Nishi A, Kuroiwa M, Miller DB, O'Callaghan JP, Bateup HS, Shuto T, Sotogaku N,
Fukuda T, Heintz N, Greengard P, Snyder GL

【論　　題】 Distinct Roles of PDE4 and PDE10A in the Regulation of cAMP/PKA Signaling in the
Striatum

【雑 誌 名】 J Neurosci

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 28 , 10460-10471

【著　　者】 Bateup H, Svenningsson P, Kuroiwa M, Gong S, Nishi A, Heintz N, Greengard P.

【論　　題】 Cell type-specific regulation of DARPP-32 phosphorylation by psychostimulant and
antipsychotic drugs

【雑 誌 名】 Nat Neurosci

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 11 , 932-939

【著　　者】 Stipanovich A, Valjent E, Matamales M, Nishi A, Ahn J-H, Maroteaux M,
Bertran-Gonzalez J, Brami-Cherrier K, Enslen H, Corbill A-G, Filhol O, Nairn AC,
Greengard P, Herv D, Girault J-A

【論　　題】 A phosphatase cascade by which rewarding stimuli control nucleosomal response.

【雑 誌 名】 Nature

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 453 , 879-884

【著　　者】 Hamamura M, Hirata N, Sawada K, Shuto T, Shimazoe T, Terada Y, Fukumaki Y

【論　　題】 Reversal of the expression pattern of Aldolase C mRNA in Purkinje cells and Ube 1x
mRNA in Golgi cells by a dopamine D1 receptor agonist injections in the
methamphetamine sensitized-rat cerebellum

【雑 誌 名】 J Neural Transm

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 115 , 959-971

【著　　者】 Takahide Shuto, Philip Seeman, Mahomi Kuroiwa, Akinori Nishi

【論　　題】 Repeated administration of a dopamine D1 receptor agonist reverses the increased
proportions of striatal dopamine D1High and D2High receptors in
methamphetamine-sensitized rats

【雑 誌 名】 Eur J Neurosci

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 27 , 2551-2557

13.薬理学
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【著　　者】 Kuroiwa M, Bateup HS, Shuto T, Higashi H, Tanaka M, Nishi A

【論　　題】 Regulation of DARPP-32 phosphorylation by three distinct dopamine D-like receptor
signaling pathways in the neostriatum.

【雑 誌 名】 J Neurochem

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 107 , 1014-1026

13.薬理学
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14.病理学（矢野）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 内藤嘉紀、久米 徹、内藤雅康、橋口通俊、岡村 孝、江里口直文、内藤壽則
大島孝一、矢野博久

【論　　題】 脾辺縁帯リンパ腫の 1切除例

【雑 誌 名】 日本消化器外科学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 41 , 229-234

【著　　者】 喜多竜一、中辻正人、西島規浩、川上尚人、波多野貴昭、松尾裕央、齋藤澄夫、
池田敦之、那須章洋、西川浩樹、木村 達、大崎征夫、中島 収

【論　　題】 コロナ様濃染を認めた限局性結節性過形成 (FNH)の 1症例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 105 , 72-79

【著　　者】 波多野貴昭、喜多竜一、坂本康明、松尾裕央、西島規浩、齋藤澄夫、池田敦之、
那須章洋、西川浩樹、大鶴 繁、辻 賢太郎、津村剛彦、圓尾隆典、木村 達、
大崎征夫、新宅雅幸、中島 収

【論　　題】 胃転移をともなった中分化型肝細胞癌の 1例

【雑 誌 名】 日本消化器病学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 105 , 68-75

【著　　者】 矢野博久

【論　　題】 ヒト肝癌細胞株の樹立とその応用研究

【雑 誌 名】 久留米医学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 209-216

【著　　者】 田辺大朗、近藤圭一郎、野田健治、矢野博久

【論　　題】 感染を契機に破裂した巨大肝嚢胞腺癌の 1例

【雑 誌 名】 日本消化器外科学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 41 , 618-623

【著　　者】 安河内 秀興、木下 良正、原田 篤邦、津留 英智、谷川 健、鹿毛 政義

【論　　題】 von Hippel-Lindau 病に合併した錐体骨病変

【雑 誌 名】 脳神経外科ジャーナル

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 716-722

14.病理学（矢野）
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【著　　者】 Komuta, M. Spee, B. Vander Borght, S. De Vos, R. Verslype, C. Aerts, R. Yano, H.
Suzuki, T. Matsuda, M. Fujii, H. Desmet, V. J. Kojiro, M. Roskams, T.

【論　　題】 Clinicopathological study on cholangiolocellular carcinoma suggesting hepatic
progenitor cell origin

【雑 誌 名】 Hepatology47

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 47 , 1544-56

【著　　者】 Hiroaki Takeoka, Takeharu Koga, Hirohisa Yano, Jiro Ikeda, Munetsugu Nishimura
Tomoko Kamimura, Hisamichi Aizawa

【論　　題】 A Hybrid Lesion of Cancer and Aspergillosis

【雑 誌 名】 Clinical Medicine:Oncology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 27 , 115-118

【著　　者】 Fukahori S, Yano H, Akiba J, Ogasawara S, Momosaki S, Sanada S, Kuratomi K,
Ishizaki Y, Moriya F,  Yagi M, Kojiro M

【論　　題】 Fucoidan, a major component of brown seaweed, prohibits the growth of human
cancer cell lines in vitro

【雑 誌 名】 MOLECULAR MEDICINE REPORTS

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1 , 537-542

【著　　者】 Fukuko M, Ogasawara S, Basaki Y, Akiba J, Kojiro S, Fukahori S, Nisida N,
Matsuoka K, Kuwano M
Yano H

【論　　題】 Growth inhibitory effects of pegylated IFN-α 2b and 5-fluorouracil in combination
on renal cell carcinoma cell lines in vitro and in vivo

【雑 誌 名】 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 33 , 647-655

【著　　者】 Yamaguchi R, Furusawa H, Nakahara H, Inomata M, Namba K, Tanaka M,Ohkuma
K, Fujii T,  Yano H,Kage M, Kojiro M

【論　　題】 Clinicopathological study of invasive ductal carcinoma with large central acellular
zone: Special reference to magnetic resonance imaging findings

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 58 , 26-30

14.病理学（矢野）
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【著　　者】 Takahata T,  Ookawa K, Suto K, Tanaka M, Yano H,  Nakashima O, Kojiro M,
Tamura Y,  Tateishi T,
Sakata Y, Fukuda S

【論　　題】 Chemosensitivity Determinants of Irinotecan Hydrochloride in Hepatocellular
Carcinoma Cell Lines

【雑 誌 名】 Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 102 , 399-407

【著　　者】 Akiba J, Ogasawara S, Kawahara A, Nishida N, Sanada S,  Moriya F, Kuwano M,
Nakashima O,Yano H

【論　　題】 N-myc downstream regulated gene1(NDRG1)/Cap43 enhances portal vein invasion
and intrahepatic metastasis in human hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 ONCOLOGY REPORTS

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 203 , 1329-1335

【著　　者】 Yano H

【論　　題】 Inhibitory Function of Interferon on Hepatocarcinogenesis

【雑 誌 名】 Oncology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 75 , 22-29

【著　　者】 Noguchi M, Kakuma T,  Suekane S, Nakashima O, Elnisr Rashed Mohamed,
Matsuoka K

【論　　題】 A randomized clinical trial of suspension technique for improving early recovery of
urinary continence after radical retroqubic prostatectomy

【雑 誌 名】 BJU INTERNATIONAL

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 102 , 958-963

【著　　者】 Sugita Y, Nakamura Y, Yamamoto M, Ogasawara O, Ohshima K, Shigemori M

【論　　題】 Expression of KIAA 0864 protein in neuroepithelial tumors : an analysis based on the
presence of monoclonal antibody HFB-16

【雑 誌 名】 J. Neurooncol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 89 , 151-158

【著　　者】 Nishio S, Ushijima K, Tsuda N, Takemoto S, Kuwano K, Yamaguchi Y,  Nishida N,
Kakuma T,
Tsuda H, Kasamatsu T, Sasajima Y, Kage M, Kuwano M, Kamura T

【論　　題】 Cap43/NDRG 1/Drg-1 is a molecular target for angiogensis nad a prognostic indicator
in cervical adenocarcinoma

【雑 誌 名】 Cancer Letters

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 264 , 36-43

14.病理学（矢野）
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15.病理学（大島）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yamaguchi M, Nakamura N, Suzuki R, Kagami Y, Okamoto M, Ichinohasama R,
Yoshino T, Suzumiya J, Murase T, Miura I, Ohshima K, Nishikori M, Tamaru J,
Taniwaki M, Hirano M, Morishima Y, Ueda R, Shiku H, Nakamura S.

【論　　題】 De novo CD5+ diffuse large B-cell lymphoma: results of a detailed clinicopathological
review in 120 patients.

【雑 誌 名】 Haematologica.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 93 , 1195-202

【著　　者】 相川映美子、川原明彦、大久保文彦、加留部謙之輔、大島孝一、鹿毛政義

【論　　題】 Primary effusion lymphoma 6例の細胞学的検討

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47 , 275-81

【著　　者】 Sugita Y, Ono T, Ohshima K, Niino D, Ito M, Toda K, Baba H.

【論　　題】 Brain surface spindle cell glioma in a patient with medically intractable partial
epilepsy; A variant of monomorphous angiocentric glioma?

【雑 誌 名】 Neuropathology

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 28 , 516-520

【著　　者】 Yoshida S, Higuchi F, Ishibashi Y, Goto M, Sugita Y, Nomura Y, Karube K, Shimizu
K, Aoki R, Komatani H, Hashikawa K, Kimura Y, Nakashima M, Nagata K, Ohshima
K.

【論　　題】 Down-regulation of RCAS1 and up-regulation of cytotoxic T cells affects synovial
proliferationand apoptosis in rheumatoid arthritis.

【雑 誌 名】 Journal of Rheumatology

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 35 , 1716-1722

【著　　者】 Karube K, Ying G, Tagawa H, Niino D, Aoki R, Kimura Y, Hashikawa K, Suefuji N,
Sugita Y, Nomura Y, Shimizu K, Yoshida S, Seto M, Ohshima K.

【論　　題】 BCL6 gene amplification/3q27 gain is associated with unique clinicopathological
characteristics among follicular lymphoma without
BCL2 gene translocation.

【雑 誌 名】 Modern Pathology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 21 , 973-978

15.病理学（大島）

- 23 -



【著　　者】 Sugita Y, Nakamura Y, Yamamoto M, Ogasawara S, Ohshima K, Shigemori M.

【論　　題】 Expression of KIAA 0864 protein in neuroepithelial tumors:an analysis based on the
presence of monoclonal antibody HFB-16.

【雑 誌 名】 Journal of Neuro-oncology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 89 , 151-158

【著　　者】 Aoki R, Karube K, Sugita Y, Nomura Y, Shimizu K, Kimura Y, Hashikawa K,
Suefuji N, Kikuchi M, Ohshima K.

【論　　題】 Disribution of malignant lymphoma in Japan. analysis of 2260 cases, 2001-2006.

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 58 , 174-182

【著　　者】 Karube K, Aoki R, Sugita Y, Yoshida S, Nomura Y, Shimizu K, Kimura Y,
Hashikawa K, Takeshita M, Suzumiya J, Utsunomiya A, Kikuchi M, Ohshima K.

【論　　題】 The relationship of FOXP3 expression and clinicopathological characteristics in adult
T-cell leukemia/lymphomas

【雑 誌 名】 Modern Pathology

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 21 , 617-625

【著　　者】 Niino D, Tsukasaki K, Torii K, Imanishi D, Tsuchiya T, Onimaru Y, Tsushima H,
Yoshida S, Yamada Y, Kamihira S, Tomonaga M

【論　　題】 Human herpes virus 8-negative primary effusion lymphoma with BCL6 rearrangement
in a patient with idiopathic CD4 positive T-lymphocytopenia.

【雑 誌 名】 Haematologica

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 93 , e21-e22

【著　　者】 Sugita Y, Ono T, Ohshima K, Niino D, Ito M, Toda K, Baba H

【論　　題】 Brain surface spindle cell glioma in a patient with medically intractable partial
epilepsy: A variant of monomorphous angiocentric glioma?

【雑 誌 名】 Neuropathology

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 [Epub ahead of print]

【著　　者】 Nomura Y, Yoshida S, Karube K, Takeshita M, Hirose S, Nakamura S, Yoshino T,
Kikuchi M, Ohshima K.

【論　　題】 Estimation of the relationship between caspase-3 expression and clinical outcome of
Burkitt's and Burkitt-like lymphoma.

【雑 誌 名】 Cancer Sci.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 99 , 1564-9

15.病理学（大島）
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【著　　者】 Oku E, Kanaji T, Takata Y, Oshima K, Seki R, Morishige S, Imamura R, Ohtsubo K,
Hashiguchi M, Osaki K, Yakushiji K, Yoshimoto K, Ogata H, Hamada H, Izuhara K,
Sata M, Okamura T.

【論　　題】 Periostin and bone marrow fibrosis.

【雑 誌 名】 Int J Hematol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 88 , 57-63

【著　　者】 Karube K, Aoki R, Nomura Y, Yamamoto K, Yoshida S, Shimizu K, Komatani H,
Sugita Y, Ohshima K.

【論　　題】 Usefulness of flow cytometry for differential diagnosis of precursor and peripheral
T-cell and NK-cell lymphomas: Analysis of 490 cases.

【雑 誌 名】 Pathol Int.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 58 , 89-97

【著　　者】 Kikuchi A, Nakamura N, Kuze T, Sasaki Y, Abe M, Ohno H, Akasaka T, Nakamura S,
Ohshima K, Ando K.

【論　　題】 Characterization of de novo diffuse large B-cell lymphoma with a translocation of
c-myc and immunoglobulin genes.

【雑 誌 名】 Leuk Res.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 32 , 1176-82

【著　　者】 Nomura Y, Karube K, Suzuki R, Ying G, Takeshita M, Hirose S, Nakamura S,
Yoshino T, Kikuchi M, Ohshima K.

【論　　題】 High-grade mature B-cell lymphoma with Burkitt-like morphology: results of a
clinicopathological study of 72 Japanese patients.

【雑 誌 名】 Cancer Sci.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 99 , 246-52

【著　　者】 Nomura Y, Sugita Y, Yoshida S, Karube K, Shimizu K, Aoki R, Hirose S, Kikuchi M,
Ohshima K.

【論　　題】 Estimation of apoptosis and cell proliferation in histiocytic necrotizing lymphadenitis
using immunohistochemical double staining.

【雑 誌 名】 Pathol Int

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 58 , 98-103

15.病理学（大島）
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16.感染医学講座（基礎）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 清水 隆、木田 豊、桑野 剛一

【論　　題】 Ureaplasma parvum由来リポタンパク質による Toll-like receptorシグナルの活性化

【雑 誌 名】 日本マイコプラズマ学会雑誌

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 35 , 73-74

【著　　者】 Shimizu T
Kida Y
Kuwano K

【論　　題】 Ureaplasma parvum lipoproteins, including MB antigen, activate NF-kB
through TLR1, TLR2, and TLR6

【雑 誌 名】 Microbiology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 154 , 1318

【著　　者】 Shimizu T
Kida Y
Kuwano K

【論　　題】 Mycoplasma pneumoniae-derived lipopeptides induce acute inflammatory responses in
the lungs of mice

【雑 誌 名】 infection and immunity

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 76 , 270-7

【著　　者】 Shimizu T
Kida Y
Kuwano K.

【論　　題】 A triacylated lipoprotein from Mycoplasma genitalium activates NF-kappaB through
Toll-like receptor 1 (TLR1) and TLR2.

【雑 誌 名】 Infection and Immunity

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 76 , 3672-8

【著　　者】 Kida, Y., Higashimoto, Y., Inoue, H., Shimizu, T., Kuwano, K.

【論　　題】 A novel secreted protease from Pseudomonas aeruginosa activates NF-kappaB through
protease-activated receptors

【雑 誌 名】 Cellular Microbiology

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 10 , 1491-1504

16.感染医学講座（基礎）
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【著　　者】 Shimizu, T., Kida, Y., Kuwano, K.

【論　　題】 Ureaplasma parvum lipoproteins, including MB antigen, activate NF-kappaB through
TLR1, TLR2 and TLR6

【雑 誌 名】 Microbiology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 154 , 1318-1325

【著　　者】 Shimizu T, Kida Y, Kuwano K.

【論　　題】 Mycoplasma pneumoniae-derived Lipopeptides Induce Acute Inflammatory Responses
in the Lungs of Mice. Infect Immun.

【雑 誌 名】 Infection and Immunity

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 76 , 270-277

16.感染医学講座（基礎）
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17.感染医学講座（臨床）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Maier H.J., Kashiwagi T., Hara K., and Brownlee G.G.

【論　　題】 Differential role of the influenza A virus polymerase PA subunit for vRNA and cRNA
promoter binding.

【雑 誌 名】 Virology.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 370 , 194-204

【著　　者】 Watanabe K, Anh DD, Huong PLT, Nguyet NT, Anh NTH, Thi NT, Dung NT, Phong
DM, Rusizoka OS, Nagatake T, Watanabe H, and Oishi K.

【論　　題】 Drug-resistant pneumococci in children  with acute lower respiratory infections in
Vietnam.

【雑 誌 名】 Pediaric Int

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 514-518

【著　　者】 Gotoh K, Qin L, Watanabe K, Anh DD, Huong PLT, Anh NTH, Cat NDL, Ha LL, Ai
LTT, Tien NM, Minh TT, Oishi K, and Watanabe H

【論　　題】 Prevalence of Haemophilus influenzae with resistant gene isolated from young
children with acute lower respiratory tract infections in Nha Trang, Vietnam.

【雑 誌 名】 J Infect Chemother

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 349-353

【著　　者】 Watanabe H, Asoh N, Kobayashi S, Watanabe K, Oishi K, Kositsakulchai W,
Sanchai T, Khantawa B, Tharavichitkul P, Sirisanthana T, and Nagatake T

【論　　題】 Clinical and microbiological characteristics of community-acquired pneumonia among
HIV-infected patients in northern Thailand.

【雑 誌 名】 J Infect Chemother

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 105-109

【著　　者】 Ogata, K., Kashiwagi, T., Iwahashi, J., Hara, K., Honda H, Ide, T., Kumashiro, R.,
Kohar,a M., Sata, M., Watanabe, H., Hamada, N.

【論　　題】 A mutational shift from domain III to II in the internal ribosome entry site of hepatitis
C virus after interferon-ribavirin therapy.

【雑 誌 名】 Arch Virol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 153 , 1575-1579

17.感染医学講座（臨床）
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【著　　者】 Kaji C, Watanabe K, Apicella MA, and Watanabe H

【論　　題】 Antimicrobial effect of fluoroquinolones for the eradication of nontypeable
Haemophilus influenzae isolates within biofilms.

【雑 誌 名】 Tohoku J Exp Med

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 214 , 121-128

【著　　者】 Hamada, N., Gotoh, K., Hara, K., Iwahashi, J., Imamura, Y., Nakamura, S., Taguchi,
C., Sugita, M., Yamakawa, R., Etoh, Y., Sera, N., Ishibashi. T., Chijiwa, K., and
Watanabe, H.

【論　　題】 Nosocomial outbreak of epidemic keratoconjunctivitis accompanying environmental
contamination with adenoviruses.

【雑 誌 名】 J. Hosp. Infect.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 68 , 262-268

17.感染医学講座（臨床）
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18.免疫・免疫治療学講座

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Baratelli F, Takedatsu H, Hazra S, Peebles K, Luo J, Kurimoto PS, Zeng G, Batra RK,
Sharma S, Dubinett SM, Lee JM.

【論　　題】 Pre-clinical characterization of GMP grade CCL21-gene modified dendritic cells for
application in a phase I trial in non-small cell lung cancer.

【雑 誌 名】 J Transl Med

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 22 , 38

【著　　者】 七條茂樹

【論　　題】 ペプチドワクチン開発における HLAスーパータイプの意義

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 71 , 1-11

【著　　者】 Jin M, Komohara Y, Shichijo S, Harada M, Yamanaka R, Miyamoto S, Nikawa J, Itoh
K, Yamada A

【論　　題】 Identification of EphB6 variant-derived epitope peptides recognized by cytotoxic
T-lymphocytes from HLA-A24+ malignant glioma patients.

【雑 誌 名】 Oncol Rep

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 1277-1283

【著　　者】 Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Yamada A, Itoh K, Konishi F, Kumamoto S,
Shimizu K, Kondo R, Matsuoka K

【論　　題】 Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganoderma lucidum in men with
lower urinary tract symptoms.

【雑 誌 名】 Asian J Androl

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 777-785

【著　　者】 Naito M, Itoh K, Komatsu N, Yamashita Y, Shirakusa T, Yamada A, Moriya F,
Ayatuka H, Mohamed ER, Matsuoka K, Noguchi M

【論　　題】 Dexamethasone did not suppress immune boosting by personalized peptide
vaccination for advanced prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 68 , 1753-62

18.免疫・免疫治療学講座
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【著　　者】 Gohara S, Shichijo S, Komatsu N, Okuda S, Yutani S, Itoh K

【論　　題】 Detection of IgE antibody specific to a hepatitis C virus-derived peptide being
recognized by cellular immunity in patients with HCV infection.

【雑 誌 名】 Viral Immunology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 , 365-369

【著　　者】 Hatakeyama S, Matsuoka Y, Ueshiba H, Komatsu N, Itoh K, Shichijo S, Kanai T,
Fukushi M, Ishida I, Kirikae T, Sasazuki T, Miyoshi-Akiyama T

【論　　題】 Dissection and identification of regions required to form pseudoparticles by the
interaction between the nucleocapsid (N) and membrane (M) proteins of SARS
coronavirus.

【雑 誌 名】 Virology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 380 , 99-108

【著　　者】 Jin M, Komohara Y, Shichijo S, Yamanaka R, Nikawa J, Itoh K, Yamada A

【論　　題】 Erythropoietin-producing hepatocyte B6 variant-derived peptides with the ability to
induce glioma-reactive cytotoxic T lymphocytes in human leukocyte antigen-A2+
glioma patients.

【雑 誌 名】 Cancer Sci

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 99 , 1656-62

【著　　者】 Jin M, Komohara Y, Shichijo S, Nikawa J, Yamanaka R, Itoh K, Yamada A

【論　　題】 EphB6 variant-derived peptides with the ability to induce glioma-reactive cytotoxic T
lymphocytes in HLA-A2+ glioma patients

【雑 誌 名】 Cancer Science in press

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Gohara S, Shichijo S, Komatsu N, Okuda S, Yutani S, and Itoh K

【論　　題】 Detection of IgE antibody specific to a hepatitis C virus (HCV)-derived peptide being
recognized by cellular immunity in patients with HCV infection

【雑 誌 名】 Viral Immunology, in press

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Mohamed ER, Naito M, Terasaki Y, Niu Y, Gohara S, Komatsu N, Shichijo S, Itoh K
and Noguchi M

【論　　題】 Capability of SART3109-118 peptide to induce cytotoxic T-lymphocytes from prostate
cancer patients with HLA class � -A11, -A31, and -A33 alleles

【雑 誌 名】 Int J Oncol, in press

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

18.免疫・免疫治療学講座
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19.環境医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 石竹 達也 「監訳」藤野 善久、松田 晋哉

【タイトル】 第 16章 オランダにおける HIAと国家政策

【書名・発行所】健康影響評価
概念・理論・方法および実施例
社会保険研究所

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 137-146

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 森 美穂子、原 邦夫、石竹 達也、嵯峨 堅、山木 宏一

【論　　題】 系統解剖学実習におけるホルムアルデヒド室内濃度測定および医学生の自覚症状
調査

【雑 誌 名】 臨床環境医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 13-20

【著　　者】 山口 淑恵、古村 美津代、石井 敦子、石竹 達也

【論　　題】 地域包括支援センターの基本機能に関する質的研究による課題の抽出

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 13 , 87-95

【著　　者】 合志 清隆、玉木 英樹、石竹 達也、山見 信夫、眞野 喜洋

【論　　題】 高気圧作業安全衛生規則と労働災害

【雑 誌 名】 産業衛生学雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , A31-A33

19.環境医学
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20.公衆衛生学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Mochimaru H, Usui T, Yaguchi T, Nagahama Y, Hasegawa G, Usui Y, Shimmura S,
Tsubota K, Amano S, Kawakami Y and Ishida S

【論　　題】 Suppression of Alkali Burn-Induced Corneal Neovascularization by Dendritic Cell
Vaccination Targeting VEGF Receptor 2

【雑 誌 名】 Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 49 , 2172-2177

「その他」

【著　　者】 石原 陽子、柴田 彰、長谷川 豪

【論　　題】 微小粒子状物質と心肺疾患

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 56 , 817-826

【著　　者】 Kawakami Y, Fujita T, Kudo C, Sakurai T, Udagawa M, Yaguchi T, Hasegawa G,
Hayashi E, Ueda Y, Iwata T, Wang Q, Okada S, Tsukamoto N, Matsuzaki Y,
Sumimoto H

【論　　題】 Dendritic cell based personalized immunotherapy based on cancer antigen research

【雑 誌 名】 Front. Biosci.

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 13 , 1952-1958

20.公衆衛生学
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21.法医学・人類遺伝学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Soejima M, Koda Y

【論　　題】 TaqMan-based real-time PCR for genotyping common polymorphisms of haptoglobin
(HP1 and HP2).

【雑 誌 名】 Clin Chem

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 51 , 1908-1913

【著　　者】 Fujihara J, Soejima M, Koda Y, Kunito T, Takeshita H.

【論　　題】 Asian specific low mutation frequencies of the M287T polymorphism in the human
arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase (AS3MT) gene.

【雑 誌 名】 Mutat Res.

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 654 , 158-61.

【著　　者】 Soejima M, Koda Y

【論　　題】 Reply.

【雑 誌 名】 Transfusion

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 48 , 1523-1524

【著　　者】 Soejima M, Nakajima T, Fujihara J, Takeshita H, Koda Y.

【論　　題】 Genetic variation of FUT2 in Ovambos, Turks, and Mongolians.

【雑 誌 名】 Transfusion.

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 48 , 1423-1431

【著　　者】 Soejima M, Koda Y.

【論　　題】 Rapid real-time PCR detection of HPdel directly from diluted blood samples.

【雑 誌 名】 Clin Chem

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 54 , 1095-1096

【著　　者】 Ichimura M, Kaku H, Fukutani T, Koga H, Mukai T, Miyake I, Yamada K, Koda Y,
Hiromatsu Y.

【論　　題】 Associations of Protein Tyrosine Phosphatase Nonreceptor 22 (PTPN22) Gene
Polymorphisms with Susceptibility to Graves' Disease in a Japanese Population.

【雑 誌 名】 Thyroid

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 18 , 625-630

21.法医学・人類遺伝学
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【著　　者】 Soejima M, Fujihara J, Takeshita H, Koda Y.

【論　　題】 Sec1-FUT2-Sec1 hybrid allele generated by interlocus gene conversion.

【雑 誌 名】 Transfusion

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 48 , 488-492

【著　　者】 Takeshita H, Fujihara J, Soejima M, Koda Y, Yasuda T, Nakajima T.

【論　　題】 Extremely high prevalence of DNASE1*1 allele in African populations.

【雑 誌 名】 Cell Biochem Funct

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 26 , 151-153

【著　　者】 Soejima M, Koda Y.

【論　　題】 Distinct single nucleotide polymorphism pattern at the FUT2 promoter among human
populations.

【雑 誌 名】 Ann Hematol.

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 87 , 19-25

21.法医学・人類遺伝学
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22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）

「単行本 /著書」

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 II-E. 画像診断
III-C. 長時間作用型 b2刺激薬

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 28-38, 61-68

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 日常診療における薬物療法 吸入ステロイド薬

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 46-56

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 医療連携のポイント

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 133-144

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 気管支喘息とは

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 1-3

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 気管支喘息の診断 診断の手順 -フローチャートによる診断

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 5-11

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 気管支喘息の診断 呼吸機能検査

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 22-26

22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 発作時の治療法 発作重症度の判断 . 気管支喘息の診療ポイントガイド

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 89-96

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 付録 気管支喘息に使用されるおもな薬剤一覧

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド 実地医家のための日常診療の手びき 相澤久道編
著

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 145-148

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 基準値と各種ノモグラム

【書名・発行所】臨床呼吸機能検査 第 7版

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 300-317

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 オランダ仮説と COPD

【書名・発行所】 COPDのすべて

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 38-39

【著　　者】 相澤久道、高城 暁

【タイトル】 COPDをいかに診断するか :見逃さないために

【書名・発行所】診断と治療

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 1041-1045

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 COPD質問票

【書名・発行所】 COPDのすべて

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 116-117

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 抗コリン薬 (スピリーバと短時間作用性 )

【書名・発行所】 21世紀の吸入療法 高橋敬治監修

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 191-197

22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 [管理 1 ] 慢性安定期の治療

【書名・発行所】 COPDハンドブック 桑平一郎編

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 41-48

【著　　者】 相澤久道、中尾栄男、高城 暁

【タイトル】 禁煙以外の外的因子と COPD

【書名・発行所】 COPDのすべて

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 30-33

【著　　者】 相澤久道

【タイトル】 検診におけるスパイロメトリーの異常値の取り扱い

【書名・発行所】 COPDのすべて

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 154-155

【著　　者】 相澤久道、中尾栄男、富永芳和

【タイトル】 喀痰調整薬の意義

【書名・発行所】 COPDのすべて

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 212-213

【著　　者】 相澤久道監修

【タイトル】 COPD症例解説

【書名・発行所】日常診療・呼吸ケアに役立つ肺機能 (第二版 )、大道学館出版部

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 120-126

【著　　者】 日本結核病学会用語委員会編

【タイトル】 新しい結核用語事典

【書名・発行所】新しい結核用語事典、南江堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

【著　　者】 相澤久道編

【タイトル】 病歴聴取のポイント、身体所見のとり方のコツ、患者指導のポイント

【書名・発行所】気管支喘息の診療ポイントガイド、南江堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12-17, 18-19, 123-128

22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 工藤翔二監修

【タイトル】 肺結核

【書名・発行所】 COPDのすべて、文光堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 292-295

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Miura S, Shibata H, Kida H, Noda K, Tomiyasu K, Yamamoto K, Iwaki A, Ayabe M,
Aizawa H, Taniwaki T, Fukumaki Y

【論　　題】 Hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominancy in the lower
extremities, urinary disturbance, and paroxysmal dry cough.

【雑 誌 名】 J Neurol Sci

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 273 , 88-92

【著　　者】 樋田知之、北里裕彦、ほか

【論　　題】 アレルギー性気管支肺真菌症との鑑別を要したウエステルマン肺吸虫症の 1例

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 27 , 908-909

【著　　者】 Miura S, Noda K, Kusumoto M, Tomioka R, Honda S, Ayabe M, Aizawa H, Taniwaki
T

【論　　題】 Central sleep apnea in a patient with Japanese encephalitis.

【雑 誌 名】 Neurology Asia

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 13 , 77-81

【著　　者】 梶山智子 , 北里裕彦 , 池田二郎 , 安部一朗 , 末友 仁 , 佐藤留美 , 松永和子 , 合原るみ
, 大久保 洋 , 末安禎子 , 星野友昭 , 高田昇平 , 岡林 寛 , 川崎雅之 , 岩永知秋 , 相澤久
道

【論　　題】 80歳以上の高齢者非小細胞肺癌へのゲフィチニブ (イレッサ R )投与に関する臨
床的検討

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 56 , 527-532

【著　　者】 柏木宏子 , 森松嘉孝 , 興梠博次 , 田尻守拡 , 相澤久道

【論　　題】 過換気症候群にて救急外来頻回受診中に、気管支喘息の合併を診断しえた 2症例

【雑 誌 名】 日本呼吸器学会雑誌

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 46 , 374-375

22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 川山智隆 , 木下正治 , 岩永知秋 , 相澤久道 , 工藤翔二

【論　　題】 COPD患者の「肺年齢」とチオトロピウムの効果

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 27 , 185-189

【著　　者】 岩永知秋 , 川山智隆 , 澤田昌典 , 相澤久道 , 福岡 COPD研究会

【論　　題】 COPD疫学調査後のプライマリケア医診療の追跡調査と診療上の問題点

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 27 , 71-77

【著　　者】 Oishi A, Tobimatsu S, Ogata K, Taniwaki T, Kinukawa N, Toyoshiba H, Kira JI

【論　　題】 Differential contributions of spinal and cortical motoneurons to input-output properties
of human small hand muscle.

【雑 誌 名】 Neurological Research

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 30 , 1106-13

【著　　者】 Miura S, Shibata H, Kida H, Noda K, Tomiyasu K, Yamamoto K, Iwaki A, Ayabe M,
Aizawa H, Taniwaki T, Fukumaki Y.

【論　　題】 Hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominancy in the lower
extremities, urinary disturbance, and paroxysmal dry cough.

【雑 誌 名】 Journal of the Neurological Sciences

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 273 , 88-92

【著　　者】 Kuroki N, Ohyagi Y, Kawano Y, Yoshiura T, Taniwaki T, Kira J

【論　　題】 Acute onset Facial numbness

【雑 誌 名】 Journal of Clinical Neuroscience

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 15 , 1049

【著　　者】 Adachi M, Aizawa H, Ishihara K, Ohta K, Sano Y, Taniguchi H, Nakashima M

【論　　題】 Comparison of salmeterol/fluticasone propionate(FP) combination with FP+sustained
release theophylline in moderate asthma patients

【雑 誌 名】 Respiratory Medicine

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 102 , 1055-1064

22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 Inoue H, Hiraoka K, Hoshino T, Okamoto M, Iwanaga T, Zenmyo M, Shoda T,
Aizawa H, Nagata K

【論　　題】 High levels of serum IL-18 promote cartilage loss through suppression of aggrecan
synthesis

【雑 誌 名】 Bone

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 42 , 1102-1110

【著　　者】 Minami S, Kawayama T, Ichiki M, Nishimura M, Sueyasu Y, Gohara R, Kinoshita M,
Koga H, Iwanaga T, Aizawa H

【論　　題】 Clinical efficacy of the transdermal tulobuterol patch in patients with chronic
obstructive pulmonary desease:a comparison with slow-release theophylline

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 47 , 503-509

【著　　者】 Miura S, Noda K, Kusumoto M, Tomioka R, Honda S, Ayabe M, Aizawa H, Taniwaki
T

【論　　題】 Central sleep apnea in a patient with Japanese encephalitis

【雑 誌 名】 Neurology Asia

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 13 , 77-81

【著　　者】 Hoshino T, Okamoto M, Takei S, Sakazaki Y, Iwanaga T, Aizawa H

【論　　題】 Redox-Regulated Mechanisms in Asthma

【雑 誌 名】 ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 10 , 769-783

【著　　者】 Minakata Y, Iijima H, Takahashi T, Miura M, Ogawa H, Kimura K, Koga T, Kinoshita
M, Tsuda T, Aizawa H, Ichinose M

【論　　題】 Efficacy and Safety of Formoterol in Japanese Patients with COPD

【雑 誌 名】 Intern Med

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 47 , 217-223

【著　　者】 Kawayama T, Minakata Y, Matsunaga K, Yamagata T, Tsuda T, Kinoshita M,
Iwanaga T, Ichinose M, Aizawa H.

【論　　題】 Validation of symptom-based COPD questionnaries in Japanese subjects

【雑 誌 名】 Respirology

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 13 , 420-426

22.内科学（呼吸器・神経・膠原病）
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【著　　者】 Kawayama T, Hoshino T, Ichiki M, Tsuda T, Kinoshita M, Takata S, Koga T, Iwanaga
T, Aizawa H; Kurume COPD Study Group.

【論　　題】 Effect of add-on therapy of tiotropium in COPD treated with theophylline

【雑 誌 名】 Int J Chron Obstruct Pulmon Dis

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 3 , 137-147

【著　　者】 Imaoka H, Hoshino T, Takei S, Kinoshita T, Okamoto M, Kawayama T, Kato S,
Iwasaki H, Watanabe K, Aizawa H.

【論　　題】 Interleukin-18 production and pulmonary function in COPD

【雑 誌 名】 Eur Respir J

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 31 , 287-297

【著　　者】 Kawayama T, Hoshino T, Ichiki M, Tsuda T, Kinoshita M, Takata S, Koga T, Iwanaga
T, Aizawa H, Kurume COPD Study Group

【論　　題】 Effect of add-on therapy of tiotropium in COPD treated with theraphylline

【雑 誌 名】 INTERNATIONAL JOURNAL OF COPD

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 3 , 137-147

【著　　者】 Iwaki A, Kawano Y, Miura S, Shibata H, Matsuse D, Li W, Furuya H, Ohyagi Y,
Taniwaki T, Kira J, Fukumaki Y

【論　　題】 Heterozygous deletion of ITPR1, but not SUMF1, in spinocerebellar ataxia type 16.

【雑 誌 名】 Journal of Medical Genetics

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 45 , 32-35

【著　　者】 Takata S, Washio M, Moriwaki A, Tsuda T, Nakayama H, Iwanaga T, Aizawa H, Arai
Y, Nakanishi Y, Inoue H

【論　　題】 Burden among Caregivers of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
with Long-Term Oxygen Therapy

【雑 誌 名】 International Medical Journal

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 15 , 53-57

【著　　者】 Nakao I, Kanaji S, Ohta S, Matsushita H, Arima K, Yuyama N, Yamaya M, Nakayama
K, Kubo H, Watanabe M, Sagara H, Sugiyama K, Tanaka H, Toda S, Hayashi H,
Inoue H, Hoshino T, Shiraki A, Inoue M, Suzuki K, Aizawa H, Okinami S, Nagai H,
Hasegawa M, Fukuda T, Eric D. Green, and Izuhara K

【論　　題】 Identification of Pendrin as a Common Mediator for Mucus Production in Bronchial
Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease

【雑 誌 名】 The Journal of Immunology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 180 , 6262-6269
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【著　　者】 Furumoto A, Ohkusa Y, Chen M, Kawakami K, Masaki H, Sueyasu Y, Iwanaga T,
Aizawa H, Nagatake T, Oishi K

【論　　題】 Additive effect of pneumococcal vaccine and influenza vaccine on acute exacerbation
in patients with chronic lung disease

【雑 誌 名】 Vaccine

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 4284-4289

【著　　者】 Takeoka H, Koga T, Yano H, Ikeda J, Nishimura M, Kamimura T, Aizawa H

【論　　題】 A Hybrid Lesion of Lung Cancer and Aspergillosis

【雑 誌 名】 Clinical Medicine:Oncology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 115-118

【著　　者】 Hoshino T, Young HA, Aizawa H.

【論　　題】 Cytokines in Pulmonary Emphysema: Can Results in Mice Be Translated to Humans?

【雑 誌 名】 Am J Respir Crit Care Med.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 177 , 238-239

【著　　者】 Nakao I, Kanaji S, Ohta S, Matsushita H, Arima K, Yuyama N, Yamaya M, Nakayama
K, Kubo H, Watanabe M, Sagara H, Sugiyama K, Tanaka H, Toda S, Hayashi H,
Inoue H, Hoshino T, Shiraki A, Inoue M, Suzuki K, Aizawa H, Okinami S, Nagai H,
Hasegawa M, Fukuda T, Green ED, Izuhara K.

【論　　題】 dentification of pendrin as a common mediator for mucus production in bronchial
asthma and chronic obstructive pulmonary disease.

【雑 誌 名】 J Immunol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 180 , 6262-6269

「その他」

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 Q&A 喘息 吸入ステロイドを使うと肺炎になりやすい ?

【雑 誌 名】 Q&Aでわかるアレルギー疾患

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 4 , 296-300

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 特集 慢性閉塞性肺疾患 (COPD):診断と治療の進歩 Ⅲ . 治療の進歩 1. ガイドライ
ンに基づく治療

【雑 誌 名】 日本内科学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 97 , 57-61
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【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 「肺年齢」新しい指標による呼吸機能検査の普及推進

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 56 , 609-616

【著　　者】 岩永知秋、高城 暁、相澤久道

【論　　題】 誤嚥性肺炎

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 59 , 731-734

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 呼吸機能を考える 実地医家と専門医のための呼吸機能

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 56 , 237-238

【著　　者】 横山俊伸、廣川雅士、相澤久道

【論　　題】 HIV感染合併呼吸器感染症

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 56 , 299-304

【著　　者】 相澤久道

【論　　題】 COPDの地域連携 -福岡県モデル -

【雑 誌 名】 治療 地域医療連携実践ガイドブック

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 90 , 1226-1232

【著　　者】 岩永知秋

【論　　題】 気道炎症における cystLT1受容体拮抗薬、キサンチン、β 2刺激薬、抗コリン薬
の作用 .

【雑 誌 名】 The Lung Perspective

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 16 , 553-556

【著　　者】 相澤久道、岩永知秋、鈴川正之、藤本圭作

【論　　題】 酸素療法の多面的評価 (座談会 ).呼吸

【雑 誌 名】 呼吸

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 27 , 234-246
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23.内科学（消化器）

「単行本 /著書」

【著　　者】 中村 徹

【タイトル】 非代償性肝硬変患者に対する自己末梢血単核球細胞移植再生療法

【書名・発行所】「Liver Forum in Kyoto 第 10回学術集会」メディカルトリビューン社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 41-46

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修 . 佐田通夫、田中信治 編

【タイトル】 第 2章大腸腫瘍の基本的臨床事項 2.大腸癌の肉眼型分類

【書名・発行所】大腸腫瘍診断、羊土社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 33-39

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、佐田通夫 .田中信治 編

【タイトル】 第 3章 術前内視鏡診断 2.pit pattern分類と定義

【書名・発行所】大腸腫瘍診断、羊土社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 99-104

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、佐田通夫 .田中信治 編

【タイトル】 第 3章 術前内視鏡診断 3)拡大内視鏡診断 1.観察・診断の基本とコツ

【書名・発行所】大腸腫瘍診断、羊土社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 91-98

【著　　者】 中村 徹、鳥村拓司、福嶋伸良、森田幸彦、坂本雅晴、谷口英太郎、於保和彦、熊
本正史、今村理恵、岡村 孝、上野隆登、佐田通夫

【タイトル】 自己末梢血単核球細胞を用いた非代償性肝硬変症に対する肝臓再生医療の開始 -
基礎研究から臨床研究へ -

【書名・発行所】消化器疾患における Translational Research、アークメディア

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 63-68

【著　　者】 犬塚貞孝、角野通弘、上野隆登、熊本正史、佐田通夫 .
小澤 亮、他 編 .

【タイトル】 エスタックイブと柴胡桂枝湯ならびににがり青汁による肝障害を認めたチトク
ローム P450遺伝子多型の一例

【書名・発行所】「いわゆる健康食品・サプリメントによる健康被害 症例集」同文書院

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 76-77
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【著　　者】 久持顕子、日野照子、古賀郁利子、神代龍吉、井出達也、宮島一郎、緒方 啓、久
原孝一郎、桑原礼一郎、佐田通夫 . 恩地森一、他 編 .

【タイトル】 最近 19年間の薬物性肝障害の実態

【書名・発行所】「薬物性肝障害の実態」中外医学社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 46-50

【著　　者】 中村徹、佐田通夫

【タイトル】 血管内皮細胞を用いた肝臓再生療法

【書名・発行所】「特集 肝幹細胞をめぐる最近の知見」 肝胆膵、アークメディア

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 57 , 459-466

【著　　者】 田中正俊、佐田通夫 .
大﨑往夫 編 .

【タイトル】 肝表在性腫瘍に対する RFA 小開胸・小開腹 RFA

【書名・発行所】「動画でわかる肝癌ラジオ波凝固療法の実践テクニック」中山書店

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 129-133

【著　　者】 井出達也、佐田通夫 .松崎靖司、宜保行雄 編

【タイトル】 Answerの Point key words 健康キャリア、仕事上の制限

【書名・発行所】患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版、南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 77 ,

【著　　者】 川口 巧、佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編

【タイトル】 Answerの Point key word 肝炎ワクチン

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版」南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 186-187

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Answerの Point key words 肝外病変、口内炎

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版」南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 19-21
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【著　　者】 川口 巧、佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Answerの Point key words 生肉、E型肝炎、ワクチン

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版」南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 26-27

【著　　者】 井出達也、佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Answerの Point key word ウイルス量

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版」南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 78-79

【著　　者】 川口 巧、佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Answerの Point key words 海外旅行、予防接種

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版」南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 183-185

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫 .
松崎靖司、宜保行雄 編 .

【タイトル】 Answerの Point key words キャリア、感染予防

【書名・発行所】「患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療改訂 2版」南江堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 188-190

【著　　者】 井出達也、西田秀美

【タイトル】 C型慢性肝炎の PEG IFN・Rib療法における DFPP併用療法

【書名・発行所】日本医事新報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 63-66

【著　　者】 Shuji Sumie, Ryoko Kuromatsu, Koji Okuda, Eiji Ando, Akio Takata, Nobuyoshi
Fukushima, Yasutomo Watanabe, Masamichi Kojiro, Michio Sata.

【タイトル】 Microvascular invasion in patients with hepatocellular carcinoma and its predictable
clinicopathological factors

【書名・発行所】「Annals of Surgical Oncology」

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 15 , 1375-1382
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 川口 巧、谷口英太郎、佐田通夫 .

【論　　題】 体組成計を用いた新たな肝疾患の重症度評価 -体細胞量 (BCM)による重症度評価
-

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 47 , 552-557

【著　　者】 斎藤文彦、岡部義信、菅 偉哉、渡邉 徹、有永照子、内藤嘉記、内田信治、久下
亨、豊永 純、神代正道、木下壽文、鶴田 修、佐田通夫 .

【論　　題】 転移性肝癌との鑑別を要した肝内好酸球性肉芽腫症の 1例

【雑 誌 名】 日消誌

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 105 , 1509-1514

【著　　者】 熊本正史、豊永 純、森田幸彦、都田憲司、江森啓悟、秋葉 純、於保和彦、鹿毛政
義、佐田通夫 .

【論　　題】 門脈圧亢進症に対する IVR治療 1.門脈圧亢進症の病態・病理

【雑 誌 名】 IVR会誌 Jpn J Intervent Radiol

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 23 , 341-347

【著　　者】 清水教一、藤原順子、山口之利、大西 眞、佐藤真理、児玉浩子、香坂隆夫、藤澤
和雄、乾 あやの、玉井 浩、位田 忍、伊藤 進、伊藤道徳、堀池典生、原田 大、佐
田通夫、芳野 進、青木継稔 .

【論　　題】 本邦における Wilson 病に対する酢酸亜鉛製剤 (NPC-02) の有効性と安全性に関す
る検討

【雑 誌 名】 日本先天代謝異常学会雑誌

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 24 , 71-80

【著　　者】 田中正俊、佐田通夫 .

【論　　題】 RFA:経皮的ラジオ波焼灼治療 小切開下ラジオ波焼灼療法

【雑 誌 名】 映像情報Medical

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 40 , 696-699

【著　　者】 中原慶太、前川 進、荒木祐美子、水町寿伸、高木 優、渡辺靖友、田宮芳孝、芹川
習、米湊 健、鶴田 修、佐田通夫

【論　　題】 マクロ・ミクロとの対比を行った分化型 IIc の 1例

【雑 誌 名】 日本消化器がん検診学会雑誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 46 , 49-52
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【著　　者】 井出達也、佐田通夫

【論　　題】 I. B型肝炎治療の新戦略   3. 核酸アナログ製剤による B型慢性肝炎の治療

【雑 誌 名】 化学療法の領域

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 24 , 214-220

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章、吉田龍弘

【論　　題】 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の治療成績̶ Love法との比較̶

【雑 誌 名】 脊椎・脊髄神経手術手技

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 138-140

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章、吉光一浩、吉田龍弘

【論　　題】 腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術̶MEDの手術手技と工夫̶

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 639-642

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【論　　題】 腰椎椎間板ヘルニアの治療̶手術療法の歴史と今後の展望̶

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 262-267

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【論　　題】 化膿性脊椎炎に対する手術療法̶経皮的病巣掻爬ドレナージと椎体進入手術 (open
surgery)̶

【雑 誌 名】 脊椎脊髄

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 , 1122-1127

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、芝 啓一郎、小西宏昭、前田 健

【論　　題】 腰部脊柱管狭窄診断サポートツールの検証と九州・沖縄版簡易問診票

【雑 誌 名】 日本腰痛学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 17-22

【著　　者】 Ohkawara T, Mitsuyama K, Takeda H, Asaka M, Fujiyama Y, Nishihira J

【論　　題】 Lack of macrophage migration inhibitory factor suppresses innate immune response in
murine dextran sulfate sodium-induced colitis

【雑 誌 名】 Scand J Gastroenterol

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 43 , 1497-1504

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Ibi R, Okada T, Mutou M, Shiraishi S, Uchida Y,
Otsuka M, Umeki Y, Oriishi T, Hayabuchi H, Tanaka S, Takakura M, Sata M

【論　　題】 Body cell mass is a useful parameter for assessing malnutrition and severity of disease
in non-ascitic cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma or esophageal varices

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 22 , 589-594

【著　　者】 Tobaru T, Mitsuyama K, Tsuruta O, Kawano H, Sata M

【論　　題】 Sub-classification of type VI pit patterns in colorectal tumors: relation to the depth of
tumor invasion

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 33 , 503-508

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Koga H,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) ameliorates advanced glycation end
product (AGE)-induced hepatic insulin resistance in vitro by suppressing Rac-1
activation

【雑 誌 名】 Horm Metab Res

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 40 , 620-625

【著　　者】 Mitsuyama K, Andoh A, Masuda J, Yamasaki H, Kuwaki K, Takedatsu H, Seki R,
Nishida H, Tsuruta O, Sata M

【論　　題】 Mobilization of bone marrow cells by leukocytapheresis in patients with ulcerative
colitis

【雑 誌 名】 Ther Apher Dial

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 12 , 271-277

【著　　者】 Ishida Y, Nagamatsu H, Koga H, Yoshida H, Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Hepatocellular carcinoma with a "nodule-in-nodule" appearance reflecting an unusual
dilated pseudoglandular structure

【雑 誌 名】 Intern Medicine

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 47 , 1215-1218

【著　　者】 Araki Y, Mitsuyama K, Nagae T, Tou Y, Nakagawa M, Iwatani Y, Harada M, Ozasa
H, Sata M, Noake T

【論　　題】 Leukocytapheresis for the treatment of active pouchitis: a pilot study

【雑 誌 名】 J Gastroenterol

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 43 , 571-575

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Mitsuyama K, Matsumoto S, Yamasaki H, Masuda J, Kuwaki K, Takedatsu H,
Nagaoka M, Andoh A, Tsuruta O, Sata M

【論　　題】 Beneficial effects of Lactobacillus casei in ulcerative colitis: a pilot study

【雑 誌 名】 J Clin Biochem Nutr

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 43 , 78-81

【著　　者】 Kuwahara R, Kumashiro R, Ide T, Koga Y, Hino T, Hisamochi A, Tanaka K, Ogata K,
Koga H, Takao Y, Sata M.

【論　　題】 Predictive Factors Associated with the Progression to Hepatic Failure Caused by
Lamivudine-Resistant HBV

【雑 誌 名】 Digestive Diseases and Sciences

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 Epub ahead of print

【著　　者】 Oku E, Kanaji T, Takata Y, Oshima K, Seki R, Morishige S, Imamura R, Ohtsubo K,
Hashiguchi M, i Osaki K, Yakushiji K, Yoshimoto K, Ogata H, Hamada H, Izuhara K,
Sata M, Okamura T

【論　　題】 Periostin and bone marrow fibrosis

【雑 誌 名】 Int J Hematol

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 88 , 57-63

【著　　者】 Kawaguchi T, Nagao Y, Matsuoka H, Ide T, Sata M

【論　　題】 Branched-chain amino acid-enriched supplementation improves insulin resistance in
patients with chronic liver disease

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 22 , 105-112

【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Mutou M, Ibi R, Shiraishi S, Okada T, Uchida Y,
Otsuka M, Tonan T, Fujimoto K, Oriishi T, Tanaka S, Takakura M, Sata M

【論　　題】 Supplement improves nutrition and stresses caused by examination-associated fasting
in patients with liver cirrhosis

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 38 , 1178-1185

【著　　者】 Kuwahara R, Kumashiro R, Ide T, Koga Y, Hino T, Hisamochi A,  Tanaka K, Ogata
K, Koga H,  Takao Y, Sata M

【論　　題】 Predictive factors associated with the progression to hepatic failure caused by
Lamivudine-Resistant HBV

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 53 , 2999-3006

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Ogata K, Kashiwagi T, Iwahashi J, Hara K, Honda H, Ide T, Kumashiro R, Kohara M,
Sata M, Watanabe H, Hamada N

【論　　題】 A mutational shift from domain III to II in the internal ribosome entry site of hepatitis
C virus after interferon-ribavirin therapy

【雑 誌 名】 Archives of Virology

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 153 , 1575-1579

【著　　者】 Kuwahara R, Kofman AV, Landis CS, Swenson ES, Barendswaard E, Theise ND.

【論　　題】 The hepatic stem cell niche: identification by label-retaining cell assay.

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 47 , 1994-2002

【著　　者】 Fukumori K, Yano Y, Ando E, Sumie S, Kuwaki K, Yamashita F, Tanaka, M, Sata M

【論　　題】 Transarterial chemoembolization as salvage therapy after unsuccessful hepatic arterial
infusion chemotherapy in advanced hepatocellular carcinoma

【雑 誌 名】 Mol Med Report

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 1 , 521-524

【著　　者】 Swenson ES, Kuwahara R, Krause DS, Theise ND.

【論　　題】 Physiological variations of stem cell factor and stromal-derived factor-1 in murine
models of liver injury and regeneration.

【雑 誌 名】 Liver International

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 28 , 308-318

【著　　者】 Kumemura H, Harada M, Yanagimoto C, Koga H, Kawaguchi T, Hanada S, Taniguchi
E, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Mutation in keratin 18 induces mitochondrial fragmentation in liver-derived epithelial
cells

【雑 誌 名】 Biochem Biophys Res Commun

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 367 , 33-40

【著　　者】 Itou M, Kawaguchi T, Taniguchi E, Sumie S, Oriishi T, Mitsuyama K, Tsuruta O,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Altered expression of glucagon-like peptide-1 and dipeptidyl peptidase IV in patients
with HCV-related glucose intolerance

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 23 , 244-251

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Ueno T, Takeuchi M, Sata M

【論　　題】 Telmisartan, an angiotensin II type 1 receptor blocker, inhibits advanced glycation
end-product(AGE)-elicited hepatic insulin resistance via peroxisome
proliferator-activated receptor-gamma activation

【雑 誌 名】 J Int Med Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 367 , 237-243

「その他」

【著　　者】 光山慶一、佐田通夫

【論　　題】 プロバイオテクスを用いた炎症性腸疾患の治療

【雑 誌 名】 診断と治療

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 93 , 2549-2554

【著　　者】 井出達也、宮島一郎、佐田通夫

【論　　題】 高齢者の C型慢性肝疾患の治療

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 57 , 983-987

【著　　者】 唐原 健、鶴田 修、河野弘志、佐田通夫 .

【論　　題】 pit patternによる癌深達度診断

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 23 , 1533-1539

【著　　者】 都田憲司、熊本正史、江森啓悟、森田幸彦、鶴田 修、佐田通夫 .

【論　　題】 II.処置各論 6.Sengstaken-Blakemore(S-B)チューブによる食道静脈瘤出血の止血法

【雑 誌 名】 外科

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 70 , 1351-1354

【著　　者】 井出達也、佐田通夫 .

【論　　題】 C型肝炎 最新治療の進めかた IFN治療困難症例とその対処法 -副作用、高齢者、
血球減少を乗り越えるには -

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 25 , 1869-1873

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 中村 徹、佐田通夫

【論　　題】 血管内皮前駆細胞を用いた肝臓再生療法

【雑 誌 名】 「特集 肝幹細胞をめぐる最近の知見」 肝胆膵、アークメディア

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 57 , 459-466

【著　　者】 井出達也、佐田通夫

【論　　題】 (2)インターフェロン以外の B型慢性肝炎治療はどうすべきか

【雑 誌 名】 肝炎のインターフェロン治療 up to date 2009

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 108-117

【著　　者】 中村 徹、佐田通夫 .

【論　　題】 血管内皮前駆細胞を用いた肝臓再生療法

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 57 , 459-466

【著　　者】 鳥村拓司、金 基哲、原田理子、上野隆登、佐田通夫

【論　　題】 肝細胞癌における細胞外基質

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 57 , 269-275

【著　　者】 川口 巧、 佐田通夫 .

【論　　題】 急性肝炎の治療

【雑 誌 名】 からだの科学

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 107-109

【著　　者】 黒松亮子、安東栄治、高田晃男、福嶋伸良、住江修治、佐田通夫

【論　　題】 初発肝癌と再発肝癌の再発 ,予後の比較と治療法選択

【雑 誌 名】 消化器科

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 47 , 97-104

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、唐原 健、有田桂子、白土睦人、長谷川申、澤優子、吉森建
一、佐田通夫

【論　　題】 NBI/FICE拡大観察による pit pattern診断 (3)大腸病変における NBIシステム下
pit pattern診断

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 12 , 375-381

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 岡部義信、石田祐介、加治亮平、安元真希子、菅 偉哉、御鍵和弘、木下壽文、豊
永 純、光山慶一、鶴田 修、佐田通夫

【論　　題】 胆管ステント・膵嚢胞内ステント迷入時の内視鏡的回収

【雑 誌 名】 胆と膵

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 29 , 613-619

【著　　者】 長尾由美子、 佐田通夫 .

【論　　題】 A型肝炎の現状と予防

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 85 , 964-968

【著　　者】 於保和彦、熊本正史、森田幸彦、江森啓吾、都田憲司、佐田通夫 .

【論　　題】 食道静脈瘤出血の治療

【雑 誌 名】 臨床消化器内科

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 23 , 809-816

【著　　者】 緒方 啓、井出達也、桑原礼一郎、佐田通夫

【論　　題】 耐性ウイルスに対して

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 56 , 741-747

【著　　者】 河野弘志、鶴田 修、杉山 元、桑木光太郎、吉森建一、唐原 健、富安信夫、光山
慶一、豊永 純、佐田通夫

【論　　題】 1.小腸腫瘍性疾患 9)その他の腫瘍および腫瘍様病変

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 43 , 575-580

【著　　者】 桑木光太郎、唐原 健、河野弘志、増田淳也、山崎 博、光山慶一、鶴田 修、佐田
通夫 .

【論　　題】 全身性疾患の部分症としての小腸病変 ポリポーシス症候群

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 43 , 679-685

【著　　者】 光山慶一

【論　　題】 腸内細菌を標的とした IBDの治療 - プロバイオテクスとプレバイオテクス

【雑 誌 名】 IBD Research

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 2 , 72-79

23.内科学（消化器）
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【著　　者】 Mitsuyama K, Sata M

【論　　題】 Gut microflora: a new target for therapeutic approaches in inflammatory bowel disease

【雑 誌 名】 Expert Opin Ther Targets

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 12 , 301-312

23.内科学（消化器）
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24.内科学（心臓・血管）

「単行本 /著書」

【著　　者】 安川秀雄、大場豊治、馬渡一寿、今泉 勉
編者 :松崎益徳

【タイトル】 第 3章肥大型心筋症 予後

【書名・発行所】「新しい診断と治療の ABC 58.心筋症」最新医学社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 89-99

【著　　者】 大内田昌直、翁 徳仁、今泉 勉
編者 :北風政史

【タイトル】 第 3章病態からみた心不全のアプローチ 1.左心不全

【書名・発行所】「心不全診療 Skill Upマニュアル」羊土社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 209-214

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉
監修 :矢崎義雄
編者 :相澤義房、今泉 勉、島本和明、友池仁暢、永井良三、松崎益徳

【タイトル】 高血圧

【書名・発行所】「心血管疾患診療のエクセレンス」日本医師会

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 S102-S113

【著　　者】 稲毛智仁、今泉 勉
監修 :富野康日己
編者 :小室一成、北風政史

【タイトル】 C.心疾患 Q6.頻脈性不整脈に合併した高血圧に対して使用する降圧薬の選択は ?

【書名・発行所】「専門医のための Q&A 循環器」中外医学社

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 53-54

【著　　者】 稲毛智仁、今泉 勉
監修 :富野康日己
編者 :小室一成、北風政史

【タイトル】 C.心疾患 Q7.徐脈性不整脈に合併した高血圧に対して使用する降圧薬の選択は ?

【書名・発行所】「専門医のための Q&A 循環器」中外医学社

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 55-56

24.内科学（心臓・血管）
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【著　　者】 大内田昌直、藤山友樹、今泉 勉
編者 :松浦三男

【タイトル】 I.循環器疾患 3.急性心不全

【書名・発行所】「綜合臨牀第 57巻増刊 新版処方計画法」永井書店

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 814-817

【著　　者】 大内田昌直、今泉 勉
編者 :堀 正二、永井良三

【タイトル】 急性心筋梗塞に伴う機械的合併症

【書名・発行所】「循環器疾患最新の治療 2008-2009」南江堂

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 69-72

【著　　者】 大内田昌直、今泉 勉
編者 :熊谷裕生、小室一成、堀内正嗣、森下竜一

【タイトル】 ACC/AHA心不全ガイドライン

【書名・発行所】「高血圧ナビゲーター第 2版」メディカルレビュー社

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 316-319

【著　　者】 甲斐久史
編者 :菊池健次郎

【タイトル】 血管性・心臓性高血圧

【書名・発行所】「最新医学別冊 新しい治療と診断の ABC 53.二次性高血圧」最新医学社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 197-203

【著　　者】 安川秀雄、今泉 勉
編者 :吉川純一、伊藤 浩

【タイトル】 虚血性不全心の病態に迫る 心筋障害に迫る 左室リモデリングと心不全 .

【書名・発行所】「新・診療プラクティス 12 冠動脈疾患の病態に迫る」文光堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 240-245

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 安川秀雄、大場豊治、馬渡一寿、今泉 勉

【論　　題】 心不全研究の最前線“細胞内シグナリングと治療標的分子”、心不全の病態におけ
る JAKシグナル制御の役割、-Negative Regulation of JAK Signaling and Cardiac
Injury-.

【雑 誌 名】 心臓

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 40 , 176-180

24.内科学（心臓・血管）
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【著　　者】 二又誠儀、安川秀雄、今泉 勉

【論　　題】 うっ血性心不全 テーラーメード治療を目指した治療薬の選択と使用法ガイドライ
ン Update

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 25 , 1551-1560

【著　　者】 伊藤健二、兼岡秀俊、坂田則行、川上豪仁、上杉憲子、森 超夫、冷牟田浩司、斉
藤喬雄

【論　　題】 心血管手技後に異なる時間経過で死亡したコレステロール塞栓症の 3剖検例

【雑 誌 名】 THE JORNAL of JAPANESE COLLEGE of ANGIOLOGY

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 48 , 75-80

【著　　者】 中村俊博、麻生明見、冷牟田浩司

【論　　題】 ペースメーカー植込み術における傍ヒス束ペーシングの試み

【雑 誌 名】 KMC Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 39 , 2-3

【著　　者】 松本 学、大賀雅信、森 裕之、上村春甫、稲毛智仁、今泉 勉

【論　　題】 予防的 ICD植込み後 5年目で初めて心室細動に対して作動した家族性拡張型心筋
症の 1例

【雑 誌 名】 J Cardiol Jpn Ed

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1 , 99-106

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 高用量ストロングスタチン服用を必要とする難治性高 LDLコレステロール血症に
対するエゼチミブ隔日投与併用療法の有用性

【雑 誌 名】 Progress in Medicine

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 28 , 159-163

【著　　者】 溝口ミノリ、田原宣広、安川秀雄、岩元美子、竹内智宏、長田克則、高城喜典、
今泉 勉

【論　　題】 腫瘤嵌頓にて僧帽弁狭窄様病態をきたし心不全にて発見された心臓原発悪性線維
性組織球腫の 1例

【雑 誌 名】 THE CIRCULATION FRONTIER

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12 , 48-51
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【著　　者】 甲斐久史

【論　　題】 治療抵抗性高 LDLコレステロール血症に対するアプローチ

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 25 , 536

【著　　者】 Takeshita Y, Katsuki Y, Katsuda Y, Kai H, Saito Y, Arima K, Sasaki K, Imaizumi T

【論　　題】 Vitamin C reversed malfunction of peripheral blood-derived mononuclear cells in
smokers through antioxidant properties.

【雑 誌 名】 Circ J

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 72 , 654-659

【著　　者】 Kanahara M, Kai H, Okamura T, Wada T, Suda K, Imaizumi T, Sagawa K

【論　　題】 Usefulness of high-concentration calcium chloride solution for correction of activated
partial thromboplastin time (APTT) in patients with high-hematocrit value.

【雑 誌 名】 Thromb Res

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 121 , 781-785

【著　　者】 Furuki K, Adachi H, Enomoto M, Otsuka M, Fukami A, Kumagae S, Matsuoka H,
Nanjo Y, Kakuma T, Imaizumi T

【論　　題】 Plasma level of asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a predictor of carotid
intima-media thickness progression - Six-year prospective study using carotid
ultrasonography -

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 31 , 1185-1189

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K

【論　　題】 Possible molecular mechanisms by which angiotensin II type 1 receptor blockers
(ARBs) prevent the development of atrial fibrillation in insulin resistant patients.

【雑 誌 名】 Hormone Metab Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 40 , 640-644

【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T

【論　　題】 Role of oxidative stress in the development of vascular injury and its therapeutic
intervention by nifedipine.

【雑 誌 名】 Curr Med Chem

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 172-177
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【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K

【論　　題】 Possible involvement of tobacco-derived advanced glycation end products (AGEs) in
an increased risk for developing cancers and cardiovascular disease in former smokers.

【雑 誌 名】 Med Hypothese

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 259-261

【著　　者】 Matoba S, Tatsumi T, Murohara T, Imaizumi T, Katsuda Y, Ito M, Saito Y, Uemura S,
Suzuki H, Fukumoto S, Yamamoto Y, Onodera R, Teramukai S, Fukushima M,
Matsubara H, TACT Follow-Up Study Investigators

【論　　題】 Long-term clinical outcome after intramuscular implantation of bone marrow
mononuclear cells (Therapeutic Angiogenesis by Cell Transplantation (TACT) Trial)
in patients with chronic limb ischemia.

【雑 誌 名】 Am Heart J

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 156 , 1010-1018

【著　　者】 Koga M, Kai H, Egami K, Murohara T, Ikeda A, Yasuoka S, Egashira K, Matsuishi T,
Kai M, Kataoka Y, Kuwano M, Imaizumi T

【論　　題】 Mutant MCP-1 therapy inhibits tumor angiogenesis and growth of malignant
melanoma in mice.

【雑 誌 名】 Biochem Biophys Res Commun

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 365 , 279-284

【著　　者】 Enomoto M, Adachi H, Fukami A, Furuki K, Satoh A, Otsuka M, Kumagae S, Nanjo
Y, Shigetoh Y, Imaizumi T

【論　　題】 Serum dehydroepiandrosterone sulfate levels predict longevity in men. - 27-year
follow-up study in a community-based cohort (Tanushimaru study) -

【雑 誌 名】 J Am Geriatr Soc

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 56 , 994-998

【著　　者】 Takenaka K, Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Jinnouchi Y, Yoshida Y, Ueda S,
Katsuki Y, Katsuda Y, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) administration inhibits occlusive thrombus
formation in rats: A possible participation of reduced intraplatelet PEDF in thrombosis
of acute coronary syndromes

【雑 誌 名】 Atherosclerosis

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 197 , 25-33

24.内科学（心臓・血管）

- 61 -



【著　　者】 Menotti A, Lanti M, Kromhout D, Blackburn H, Jacobs D, Nissinen A, Dontas A,
Kafatos A, Nedeljkovic S, Adachi H

【論　　題】 Homogeneity in the relationship of serum cholesterol to coronary deaths across
different cultures: 40-year follow-up of the Seven Countries Study:

【雑 誌 名】 Eur J Cardiovasc Prev R

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 719-725

【著　　者】 Satoh S, Mori E, Yokoyama S, Kimura Y, Sagara Y, Mori T, Sugihara M, Tanaka N,
Shimizu T, Inoue H, Ikeda J, Nakayoshi T, Morii J, Aso A, Nakamura T, Matsumoto
T, Uesugi N, Ueda Y, Makino N, Hiyamuta K

【論　　題】 Characterization of differences of inflammatory markers and lymphocyte subsets at
culprit lesions in patients with stable angina and acute myocardial infarction.

【雑 誌 名】 Japanese Journal of Interventional Cardiology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 23 , 427-434

【著　　者】 Yamagishi S, Ueda S, Matsui T, Nakamura K, Okuda S

【論　　題】 Role of advanced glycation end products (AGEs) and oxidative stress in diabetic
retinopathy.

【雑 誌 名】 Curr Pharm Des

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 962-968

【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Ueda S, Fukami K, Okuda S

【論　　題】 Agents that block advanced glycation end product (AGE)-RAGE (receptor for
AGEs)-oxidative stress system: A novel therapeutic strategy for diabetic vascular
complications.

【雑 誌 名】 Expert Opin Investig Drugs

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 983-996

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Ueno T, Takeuchi M, Sata M

【論　　題】 Telmisartan, an angiotensin II type 1 receptor blocker, inhibits advanced glycation end
product (AGE)-elicited hepatic insulin resistance via peroxisome proliferator-activated
receptor-g activation.

【雑 誌 名】 Journal of International Medical Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36 , 237-243

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K

【論　　題】 Blockade of the advanced glycation end products (AGEs) and their receptor (RAGE)
system is a possible mechanism for sustained beneficial effects of multifactorial
intervention on mortality in type 2 diabetes.

【雑 誌 名】 Med Hypothese

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 749-751
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【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K

【論　　題】 Possible link of food-derived advanced glycation end products (AGEs) to the
development of diabetes.

【雑 誌 名】 Med Hypothese

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 876-878

【著　　者】 Fukuda Y, Yoshida T, Inage T, Takeuchi T, Nagamoto Y, Gondo T, Imaizumi T

【論　　題】 Implantation of pacemaker for sick sinus syndrome in a patient with persistent left
superior vena cava and absent right superior vena cava.

【雑 誌 名】 Heart and Vessels

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 23 , 206-208

【著　　者】 Nagano M, Fukami K, Yamagishi SI, Ueda S, Kaida Y, Matsumoto T, Yoshimura J,
Hazama T, Takamiya Y, Kusumoto T, Gohara S, Tanaka H, Adachi H, Okuda S.

【論　　題】 Circulating matrix metalloproteinase-2 is an independent correlate of proteinuria in
patients with chronic kidney disease.

【雑 誌 名】 Am J Nephrol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 29 , 109-115

【著　　者】 Ohe M, Yoshida T, Hiraki T, Matsumoto M, Otsubo H, Inage T, Imaizumi T

【論　　題】 Detection of coronary artery stenosis after successful percutaneous coronary
intervention by dipyridamole stress portable type signal-averaged electrocardiography.
- A prospective study -

【雑 誌 名】 Heart and Vessels

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 23 , 40-46

【著　　者】 Inage T, Yoshida T, Hiraki T, Ohe M, Takeuchi T, Nagamoto Y, Fukuda Y, Gondo T,
Imaizumi T

【論　　題】 Chronic cardiac resynchronization therapy reverses cardiac remodeling and improves
invasive hemodynamics of patients with severe heart failure on optimal medical
treatment.

【雑 誌 名】 Europace

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 379-383

【著　　者】 Mizuta Y, Kai H, Mizoguchi M, Osada K, Tahara N, Nakaura H, Kuwahara F,
Imaizumi T

【論　　題】 Long-term treatment with valsartan improved cyclic variation of the myocardial
integral backscatter signal and diastolic dysfunction in hypertensive patients: The
echocardiographic assessment

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 31 , 1835-1842
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【著　　者】 Nakamura K, Yamagishi S, Adachi H, Matsui M, Kurita-Nakamura Y, Takeuchi M,
Inoue H, Imaizumi T

【論　　題】 Circulating advanced glycation end products (AGEs) and soluble form of receptor for
AGEs (sRAGE) are independent determinants of serum monocyte chemoattractant
protein-1 (MCP-1) levels in patients with type 2 diabetes.

【雑 誌 名】 Diabetes Metab Res Rev

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 24 , 109-114

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Inoue H, Takeuchi M, Ueda S, Fumaki K,
Okuda S, Imaizumi T

【論　　題】 Olmesartan blocks advanced glycation end product (AGE)-induced angiogenesis in
vitro by suppressing receptor for AGEs (RAGE) expression.

【雑 誌 名】 Microvasc Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 75 , 130-134

【著　　者】 Nakamura K, Yamagishi S, Adachi H, Matsui T, Kurita-Nakamura Y, Takeuchi M,
Inoue H, Imaizumi T

【論　　題】 Serum levels of soluble form of receptor for advanced glycation end products
(sRAGE) are positively associated with circulating AGEs and soluble form of
VCAM-1 in patients with type 2 diabetes.

【雑 誌 名】 Microvasc Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 76 , 52-56

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Koga H,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor ameliorates AGE-induced hepatic insulin resistance
in vitro by suppressing Rac-1 activation.

【雑 誌 名】 Hormone Metab Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 40 , 620-625

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Takeuchi M, Inoue H

【論　　題】 Telmisartan, inhibits advanced glycation end products (AGEs)-elicited endothelial cell
injury by suppressing AGE receptor (RAGE) expression via peroxisome
proliferator-activated receptor-β activation.

【雑 誌 名】 Protein Peptide Lett

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 850-853
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【著　　者】 Matsui T, Nakamura K, Takeuchi M, Yamagishi S

【論　　題】 Telmisartan blocks Advanced Glycation End Product (AGE)-Induced Plasminogen
Activator Inhibitor-1 (PAI-1) gene expression in endothelial cells via activation of
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-g (PPAR-g).

【雑 誌 名】 Letters in Drug Design & Discovery

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 5 , 477-480

【著　　者】 Yamagishi S, Ueda S, Nakamura K, Matsui T, Okuda S

【論　　題】 Role of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in diabetic vascular complications.

【雑 誌 名】 Curr Pharm Des

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 2613-2618

「その他」

【著　　者】 武宮清子、甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 治療法の進歩 :遺伝子治療・細胞治療

【雑 誌 名】 日本臨牀

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 66 , 2187-2192

【著　　者】 田原宣広、溝口ミノリ、今泉 勉

【論　　題】 FDG-PETを用いた血管炎症の検出

【雑 誌 名】 内分泌・糖尿病科

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 27 , 473-481

【著　　者】 横山晋二、上野高史、今泉 勉

【論　　題】 虚血性心疾患に対する薬物療法

【雑 誌 名】 診断と治療

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 96 , 2125-2131

【著　　者】 勝田洋輔、今泉 勉

【論　　題】 閉塞性動脈硬化症に対する薬物療法 (抗血小板剤を中心として )-エビデンスに基
づいた治療法 -

【雑 誌 名】 カレントテラピー

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 26 , 806-811
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【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 血管内皮機能の関与

【雑 誌 名】 日本臨牀

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 66 , 1517-1524

【著　　者】 外山康之、勝田洋輔、今泉 勉

【論　　題】 高脂血症治療薬の大規模臨床試験

【雑 誌 名】 臨牀と研究

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 85 , 1150-1158

【著　　者】 安川秀雄、永田隆信、京極幸子、今泉 勉

【論　　題】 心筋症の診断 update-臨床症状 , 身体所見

【雑 誌 名】 Heart View

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 12 , 872-876

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 内皮機能評価法の臨床応用

【雑 誌 名】 血圧

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 15 , 419-423

【著　　者】 甲斐久史、今泉勉

【論　　題】 降圧薬の特性と使い方 -β ,αβ遮断薬、α 1遮断薬

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 85 , 39-44

【著　　者】 足達 寿

【論　　題】 State of the ART. 「心拍数と心血管疾患」

【雑 誌 名】 臨床高血圧

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 16-24

【著　　者】 足達 寿

【論　　題】 シリーズ高尿酸血症を考える .「疫学的に見た高尿酸血症の重要性～田主丸研究か
らみた高尿酸血症動向～」

【雑 誌 名】 医薬の門

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 48 , 79-82
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【著　　者】 溝口ミノリ、田原宣広、今泉 勉

【論　　題】 不安定プラークの診断と治療 :FDG-PETからの検討

【雑 誌 名】 CIRCULATION Up-to-Date

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 3 , 427-435

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 目でみるページ・検査 FMD

【雑 誌 名】 Cardiac Practice

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 7-12

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 心不全 :主要薬剤の大規模臨床試験 :カルシウム拮抗薬

【雑 誌 名】 日本臨床増刊号 大規模臨床試験 :循環代謝系を中心に

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 66 , 282-284

【著　　者】 工藤博司、甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 降圧薬の使い方̶β、αβ遮断薬、α 1遮断薬

【雑 誌 名】 臨牀と研究

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 85 , 39-44

【著　　者】 甲斐久史、今泉 勉

【論　　題】 特集「2007ヨーロッパ高血圧ガイドラインと JSH2004改訂に向けて」合併症を
伴う高血圧治療̶心臓

【雑 誌 名】 血圧

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 156 , 48-50

【著　　者】 田原宣広、溝口ミノリ、今泉  勉

【論　　題】 2007年度井村臨床研究奨励賞受賞論文 :動脈硬化病変の活動性と治療効果に対し
て FDG-PETを用いた新しい判定法の開発

【雑 誌 名】 最新医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 63 , 1149-1157

【著　　者】 Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Ueda S, Noda Y, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF): Its potential therapeutic implication in
diabetic vascular complications.

【雑 誌 名】 Curr Drug Targets

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 96 , 1025-1029
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【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Ueda S, Noda Y, Imaizumi T

【論　　題】 Inhibitors of advanced glycation end products (AGEs): Potential utility for the
treatment of cardiovascular disease.

【雑 誌 名】 Cardiovascular Therapeutics

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 50-58

【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Noda Y, Imaizumi T

【論　　題】 Receptor for advanced glycation end products (RAGE): A novel therapeutic target for
diabetic vascular complication.

【雑 誌 名】 Curr Pharm Des

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 487-495

【著　　者】 Yamagishi S, Inagaki Y, Nakamura K, Takeuchi M, Imaizumi T

【論　　題】 Pericytes and angiogenesis

【雑 誌 名】 Progress in angiogenesis research Nova Science, NY

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

24.内科学（心臓・血管）
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25.内科学（内分泌代謝）

「単行本 /著書」

【著　　者】 堀田 饒 編 ,  山田研太郎

【タイトル】 自律神経障害と低血糖

【書名・発行所】医歯薬出版 ,  わかりやすいインスリン治療のベンチマーク

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 p100-101

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kikuko Hotta, Michihiro Nakamura, Yoshio Nakata, Tomoaki Matsuo, Seika
Kamohara, Kazuaki Kotani, Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada,
Hiroaki Masuzaki, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Shigeru Miyazaki, Katsuto
Tokunaga, Manabu Kawamoto, Tohru Funahashi, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro
Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Kazuwa Nakao,
Toshiie Sakata, Yuji Matsuzawa, Kiyoji Tanaka, Naoyuki Kamatani, Yusuke
Nakamura

【論　　題】 INSIG2 gene rs7566605 polymorphism is associated with severe obesity in Japanese

【雑 誌 名】 J Hum Genet

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 53 , p857-862

【著　　者】 Kikuko Hotta, Yoshio Nakata, Tomoaki Matsuo, Seika Kamohara, Kazuaki Kotani,
Ryoya Komatsu, Naoto Itoh, Ikuo Mineo, Jun Wada, Hiroaki Masuzaki, Masato
Yoneda, Atsushi Nakajima, Shigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Manabu
Kawamoto, Tohru Funahashi, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki
Hanafusa, Shinichi Oikawa, Hironobu Yoshimatsu, Kazuwa Nakao, Toshiie Sakata,
Yuji Matsuzawa, Kiyoji Tanaka, Naoyuki Kamatani, Yusuke Nakamura

【論　　題】 Variations in the FTO gene are associated with severe obesity in the Japanese

【雑 誌 名】 J Hum Genet

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 53 , p546-553

「その他」

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 テーラーメード治療の展望

【雑 誌 名】 日本臨床「新時代の糖尿病学 (3)」

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 66 , 493-496

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 グルカゴン

【雑 誌 名】 日本臨床「新時代の糖尿病学 (2)」

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 66 , p260-263

25.内科学（内分泌代謝）
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【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 劇症 1型糖尿病と清涼飲料水ケトーシス

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 101

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 グルカゴンとグルカゴン様ペプチド

【雑 誌 名】 日本臨床「新時代の糖尿病学 (1)」

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 　66 , p246-249

【著　　者】 山田研太郎

【論　　題】 1型糖尿病の治療 CSII

【雑 誌 名】 Diabetes Frontier

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 19 , p216-219

【著　　者】 Yoichi I, Tomoko K, Kentaro Y

【論　　題】 Current status of continuous glucose monitoring in the management of diabetic
patients in Japan

【雑 誌 名】 Infusystems Asia

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 3 , 1-8

25.内科学（内分泌代謝）
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26.内科学（腎臓）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Gohara S, Shichijo S, Komatsu N, Okuda S, Yutani S,and Itoh K.

【論　　題】 Detection of IgE Antibody Specific to a Hepatitis C Virus-Derived Peptide Buing
Recognized by Cellular Immunity in Patients with HCV Infection.

【雑 誌 名】 VIRAL IMMUNOLOGY

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 21 , 365-369

【著　　者】 S Yamagishi,T Matsui,K Nakamura,H Inoue,M Takeuchi,S Ueda,S Okuda,
T Imaizumi

【論　　題】 Olmesartan Blocks Inflammatory aresctions in Endothelial Cells Evoked by Advanced
Glycation End Products by Suppressing Generation of Reactive Oxygen Species.

【雑 誌 名】 Ophthalmic Res.

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 40 , 10-15

【著　　者】 S Ueda,S Yamagishi,Y Matsumoto,K Fukami,S Okuda

【論　　題】 Asymmtric Dimethylarginine(ADMA) is a novel emerging risk factor for
cardiovascular disease and the development pf renal injury in chronic kidney disease.

【雑 誌 名】 Clin Exp Nephrol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 11 , 115-121

【著　　者】 Yamagishi S,Matsui T,Nakamura K,Inoue H,Takeuchi M,Ueda S,Fukami K,
Okuda S,Imaizumi T

【論　　題】 Olmesartan blocks advanced glycation end products(AGE-s)-induced angiogenesis in
vitro by suppressing receptor for AGEs(RAGE) expression.

【雑 誌 名】 Microvascular Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 75 , 130-134

【著　　者】 Fukami K, Yamagishi S, Ueda S, Okuda S.

【論　　題】 Role of AGEs in diabetic nephropathy.

【雑 誌 名】 Current Pharmaceutical Design

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 946-952

【著　　者】 Yoshida Y, Yamagishi S, Ueda S, Okuda S, Yamakawa R.

【論　　題】 Aqueous humor levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) are positively
associated with monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) in patients with uveitis.

【雑 誌 名】 Br J Ophthalmol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 92 , 93-94

26.内科学（腎臓）
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【著　　者】 Thallas-Bonke V, Thorpe SR, Coughlan MT, Fukami K, Yap FY, Sourris KC, Penfold
SA, Bach LA, Cooper ME, Forbes JM.

【論　　題】 Inhibition of NADPH oxidase prevents advanced glycation end product-mediated
damage in diabetic nephropathy through a protein kinase C-alpha-dependent pathway.

【雑 誌 名】 Diabetes

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 460-469

【著　　者】 Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Ueda S, Fukami K, Okuda S.

【論　　題】 Pleiotropic effects of atorvastatin of vascular injury in diabetes.

【雑 誌 名】 BDL Cholesterol: Targets, Control and Therapy

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

【著　　者】 Ueda S, Yamagishi S, Fukami K, Hayashida A, Kaida Y, Takamiya Y, Okuda S.

【論　　題】 Implication of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in endothelial cell growth
process in atherosclerosis.

【雑 誌 名】 Cell Growth Processes: New Research.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 123-137

【著　　者】 Yamagishi S, Ueda S, Nakamura K, Matsui T and Okuda S.

【論　　題】 Role of Asymmetric Dimethylarginine(ADMA)in Diabetic Vascular Complications.

【雑 誌 名】 Current Pharmaceutical Design

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 2613-2618

「その他」

【著　　者】 上田誠二、松本有里子、甲斐田裕介、山岸昌一、奥田誠也

【論　　題】 図説 :血管内皮障害と CKD

【雑 誌 名】 日本臨床

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 66 , 1634-1638

【著　　者】 甲斐田 裕介、上田 誠二、奥田 誠也

【論　　題】 腎微小循環の障害と尿細間質障害

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 225 , 289-293

26.内科学（腎臓）
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【著　　者】 甲斐田 裕介、上田 誠二、奥田 誠也

【論　　題】 腎微小循環の障害と尿細間質障害

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 225 , 28

【著　　者】 上田誠二、山岸昌一、甲斐田裕介、奥田誠也

【論　　題】 ADMAと腎微小血管障害

【雑 誌 名】 腎と透析

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 64 , 262-266

【著　　者】 松隈京子、上田誠二、松元貴史、甲斐田裕介、奥田誠也

【論　　題】 内因性 NO合成酵素阻害物質

【雑 誌 名】 腎と透析

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 64 , 262-266

26.内科学（腎臓）
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27.内科学（血液）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Keniichi Mitsuyama, Akira Andoh, Junya Masuda, Hiroshi Yamasaki, Kotaro Kuwaki,
Hidetoshi Takedatsu, Ritsuko Seki, Hidemi Nishida, Osamu Tsuruta, Michio Sata

【論　　題】 Mobilization of Bone Marrow Cells by Leukocytapheresis in Patients With Ulcerative
Colitis

【雑 誌 名】 Therapeutic Apheresis and Dialysis

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 12 , 271-277

【著　　者】 Eijiro Oku, Taisuke Kanaji, Yuka Takata, Koichi Oshima, Ritsuko Seki,
Satoshi Morishige, Rie Imamura, Korenori Ohtsubo, Michitoshi Hashiguchi, Koichi
Osaki, Kazuaki Yakushiji, Kohji Yoshimoto, Hideaki Ogata, Hirofumi Hamada, Kenji
Izuhara, Michio Sata, Takashi Okamura

【論　　題】 Periostin and bone marrow fibrosis

【雑 誌 名】 International Journal of Hematology

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 88 , 57-64

【著　　者】 Masaaki kanahara , Hisashi Kai , Takashi Okamura , Toyofumi wada , Kenji suda ,
Tsutomu Imaizumi , Kimitaka Sagawa

【論　　題】 Usefulness of high-concentration calcium chloride solution for correction of activated
partial thromboplastin time (APTT) in patients with high-hematocrit value

【雑 誌 名】 Thrombosis Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 121 , 781-785

27.内科学（血液）
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28.小児科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 編者 :小枝達也

【タイトル】 第 4章 :地域資源を活用した気づき、第 5章 :就学前児の行動評価尺度、第 9章 :
症例から学ぶ気づきと支援のエッセンス

【書名・発行所】 5歳児健診ー発達障害の診療・情報エッセンス、診断と治療社

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】

【著　　者】 埜中征哉

【タイトル】 ミトコンドリア病の治療

【書名・発行所】 Medical Science Digest 特集「ミトコンドリア症」

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】

【著　　者】 大関武彦、近藤直実 編者

【タイトル】 マルチプルアシル -CoA脱水素反応欠損症 (グルタル酸尿症Ⅱ型 )

【書名・発行所】小児科学第 3版 医学書院

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 459-460

【著　　者】 大関武彦、近藤直実 編者

【タイトル】 グルタル酸尿症Ⅰ型

【書名・発行所】小児科学第 3版 医学書院

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 460-461

【著　　者】 大関武彦、近藤直実 編者

【タイトル】 有機酸代謝異常症の治療

【書名・発行所】小児科学第 3版 医学書院

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 461-462

【著　　者】 単著

【タイトル】 広汎性発達障害 自閉症、Rett症候群、Asperger障害

【書名・発行所】小児科学 第 3版 医学書院

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 23 , 1701-1707

28.小児科学

- 75 -



【著　　者】 大関武彦、近藤直実 編者

【タイトル】 複合型グリセロールキナーゼ欠損症

【書名・発行所】小児科学第 3版 小児科学第 3版

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 461

【著　　者】 翻訳 :井上富美子 監訳 :JPLSG長期フォローアップ委員会 監訳責任者 :石本浩市、
大園秀一、石田也寸志

【タイトル】 小児がん経験者の長期フォローアップ ～集学的アプローチ～

【書名・発行所】監訳 日本小児白血病リンパ腫研究グループ (JPLSG) 長期フォローアップ委員会
日本医学館

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 336ページ

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Bigras JL, Suda K, Dahdah NS, Fouron JC.

【論　　題】 Cardiovascular Evaluation of Fetal Anemia due to Alloimmunization.

【雑 誌 名】 Fetal Diagn Ther.

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 24 , 197-202

【著　　者】 Kudo Y, Suda K, Koteda Y.

【論　　題】 Pitfalls of echocardiographic evaluation of anomalous origin of the left coronary artery
from the pulmonary trunk.

【雑 誌 名】 Cardiol Young

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 18 , 1-2

【著　　者】 Kudo Y, Suda K, Matsuishi T.

【論　　題】 Multi-detector computed tomographic imaging of left pulmonary arterial stenosis after
occlusion of the patent arterial duct with a coil.

【雑 誌 名】 Cardiol Young

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 18 , 356-7

【著　　者】 Matsuishi T, Nagano M, Araki Y, Tanaka Y, Iwasaki M, Yamashita Y, Nagamitsu S,
Iizuka C, Ohya T, Hara M, Matsuda K, Tsuda A, Kakuma T

【論　　題】 Scale properties of the Japanese version of the Strengths and Difficulties
Questionnaire(SDQ):a study of infant and school children in community samples.

【雑 誌 名】 Brain Dev

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

28.小児科学
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【著　　者】 Numata S, Harada E, Maeno Y, Ueki I, Watanabe Y, Fujii C, Yanagawa T, Takenaka
S, Inoue T, Inoue S, Goushi T, Yasutake T, Mizuta T, Yoshino M

【論　　題】 Paternal transmission and slow elimination of mutant alleles associated with late-onset
ornithine transcarbamylase deficiency in male patients.

【雑 誌 名】 J Hum Genet   (doi: 10.1007/s10038-007-0212-8)

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 53 , 10-17

28.小児科学
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29.放射線医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 淡河恵津世 ,早渕尚文

【タイトル】 病気を治す I(放射線治療 )

【書名・発行所】知りたい !医療放射線、株式会社慧文社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 82-93

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 小島和行 ,大木詩乃 ,安陪等思 ,早渕尚文

【論　　題】 傍咽頭間隙

【雑 誌 名】 臨床画像

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 24 , 1500-1502

【著　　者】 小島和行 ,大木詩乃 ,安陪等思 ,小林真衣子 ,鈴木 弦 ,早渕尚文

【論　　題】 下咽頭・頚部食道

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 53 , 1445-1452

【著　　者】 迫田 順 ,内田政史 ,才田義文 ,長田周治 ,東南辰幸 ,早渕尚文

【論　　題】 前立腺癌における 3T MRIの臨床応用

【雑 誌 名】 映像情報Medical

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 40 , 882-886

【著　　者】 有川俊二 ,内田政史 ,長田周治 ,甲斐田勇人 ,西村浩 ,早渕尚文 ,平岡弘二 ,吉田史
郎

【論　　題】 大腿部 chronic expanding hematomaの 1例

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 53 , 1035-1038

【著　　者】 鈴木 弦 ,田中法瑞 ,淡河恵津世 ,江藤英博 ,末藤大明 ,服部睦行 ,辻 千代子 ,渡邉
祐子 ,安陪等思 ,内山雄介 ,早渕尚文 ,楠川仁悟

【論　　題】 舌癌に対する Seldinger法を用いた超選択的急連動注併用の放射線治療

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 53 , 918-922

29.放射線医学
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【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 放射線治療専門医養成プラン -その背景と今後の課題

【雑 誌 名】 日本医師会雑誌

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 137 , 270-273

【著　　者】 淡河恵津世 ,江藤英博 ,鈴木 弦 ,末藤大明 ,辻 千代子 ,服部睦行 ,早渕尚文

【論　　題】 乳癌術後 23年後の胸壁再発に対する治療経験

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 35 , 323-326

【著　　者】 佐土原順子 ,藤本公則 ,早渕尚文

【論　　題】 MRによる孤立性肺野結節の鑑別診断

【雑 誌 名】 画像診断

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 28 , 20-28

【著　　者】 坂井真二 ,片山礼司 ,杜下淳次 ,坂口太郎 ,大久保征司 ,前田 孝 ,早渕尚文

【論　　題】 直接変換型 FPDを搭載したディジタル X線透視撮影システムの基本的な画質特性
の比較

【雑 誌 名】 日本放射線技術学会雑誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 64 , 41-49

【著　　者】 田中法瑞 ,安陪等思 ,長田周治 ,内山雄介 ,早渕尚文

【論　　題】 経皮的椎体形成術の海外における状況 :適応と合併症をめぐる諸問題

【雑 誌 名】 インターベンショナル・ラジオロジー学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 23 , 25-28

【著　　者】 迫田 順 ,内田政史 ,馬場健吉 ,長田周治 ,早渕尚文 ,篠崎広嗣 ,西村 寛 ,杉田保雄

【論　　題】 成人の特発性副腎血腫の 1例

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 53 , 689-693

【著　　者】 安陪等思 ,広畑 優 ,才田義文 ,内山雄介 ,田中法瑞 ,竹内靖治 ,早渕尚文

【論　　題】 脳動脈瘤塞栓術用離脱式 coilによるMRIアーチファクトについての実験的検討

【雑 誌 名】 JNET 脳神経血管内治療

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 2 , 119-124
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【著　　者】 内山雄介 ,安陪等思 ,田中法瑞 ,早渕尚文 ,野田和人

【論　　題】 Primary angiitis of the central nervous system (PACNS)が疑われた 1症例

【雑 誌 名】 NEURO・IMAGING CONFERENCE 筑後・佐賀症例集 2007

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 39-41

【著　　者】 Katsumasa Nakamura, Yoshiyuki Shioyama, Sunao Tokumaru, Nobuyuki Hayashi,
Natsuo Oya, Yoshiyuki Hiraki,Kazuo Kusuhara,Takafumi Toita, Hiroaki Suefuji,
Naofumi Hayabuchi, Hiromi Terashima, Masaoki Makino, Kenichi Jingu

【論　　題】 Variation of clinical target volume definition among Japanese radiation oncologists in
external beam radiotherapy for prostate cancer

【雑 誌 名】 Jpn J Clin Oncol

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 38 , 275-280

【著　　者】 Nishioka J, Akita Y, Yatsuga S, Katayama K, Matsuishi T, Ishibashi M, Koga Y.

【論　　題】 Inappropriate intracranial hemodynamics in the natural course of MELAS

【雑 誌 名】 Brain Dev

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 30 , 100-5

【著　　者】 Etuyo Ogo, Ritsuko Komaki, Kiminori Fujimoto, Masafumi Uchida, Toshi Abe,
Katsumasa Nakamura, Michihide Mitsumori, Kenji Sekiguchi, Yuko Kaneyasu,
Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 A survey of radiation-induced bronchiolitis obliterans organizing pnieiumonia
syndrome after breast-conserving therapy in Japan

【雑 誌 名】 Int J Radiation Oncology Biol Phys

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 123-131

【著　　者】 Hayato Kaida, Masatoshi Ishibashi, Teruhiko Fujii, Seiji Kurata, Etsuyo Ogo, Maki
Tanaka, Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Improved detection of breast cancer on FDG-PET cancer screening using breast
positioning device

【雑 誌 名】 Ann Nucl Med

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 22 , 95-101

【著　　者】 Daiji Uchiyama, Masamichi Koganemaru, Toshi Abe, Daizou Hori, Naofumi
Hayabuchi

【論　　題】 Arterial catheterization and embolization for management of emergent oranticipated
massive obstetrical hemorrhage

【雑 誌 名】 Radiat Med

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 28 , 188-197
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【著　　者】 Daiji Uchiyama, Kiminori Fujimoto, Naoko Fujimoto, Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Anatomic variation of the lntrahepatic bile duct

【雑 誌 名】 INTERNAL MEDICINE

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47 , 1631

【著　　者】 Takata F,Kaida H,Ishibashi M, Kurata S, Uozumi J,Uchida M, Okamura T, Uchida S,
Oshima K, Ban S, Meno S, Hayabuchi N

【論　　題】 Primary splenic lymphoma detected by 18F-FDG PET

【雑 誌 名】 Clin Nucl Med

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 33 , 204-207

【著　　者】 Yuta Shibamoto, Hiroyuki Ogino, Gen Suzuki, MitsuhiroTakemoto, NorioAraki,
Koichi Isobe, EmikoTsuchida, Katsumasa Nakamura, Masahiro Kenjo, Kazunori
Suzuki, Masako Hosono, SunaoTokumaru, Shun-ichi Ishihara, Eriko Kato, Noliko Ili,
Naofumi Hayabuchi

【論　　題】 Primary central nervous system lymphoma in Japan: Changes in clinical features,
treatment, and prognosis during 1985-2004

【雑 誌 名】 NEURO-ONCOLOGY

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 561-568

【著　　者】 Kaida H, Ishibashi M, Teruhiko Fuji T, Kurata S, Uchida M, Baba K, Miyagawa T,
Kaibara H, Kawamura S, Ogo E, Hayabuchi N

【論　　題】 Improved breast cancer detection of prone breast FDG-PET in
118 patients.

【雑 誌 名】 Nucl Med Commun

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 29 , 885-93

「その他」

【著　　者】 早渕尚文

【論　　題】 「患者さんのための治療」という観点を忘れず、チーム医療の中核を担う放射線医
を育てる

【雑 誌 名】 FOURTH 免疫細胞療法学術情報誌 (株 )メディネット

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 2 , 2
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30.神経精神医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 土生川光成 内村直尚

【タイトル】 外傷後ストレス障害 (PTSD)

【書名・発行所】日本臨牀 臨床睡眠学 -睡眠障害の基礎と臨床 -

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 218-222

【著　　者】 土生川光成 ,内村直尚

【タイトル】 臨床睡眠学―睡眠障害の基礎と臨床―

【書名・発行所】日本臨床

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 66 , 218-222

【著　　者】 橋爪祐二 ,内村直尚

【タイトル】 気分障害とサーカディアン・リズム

【書名・発行所】臨床精神医学 ,アークメディア

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 37 , 269-273

【著　　者】 内村直尚 (編著 )
井上雄一 ,内村直尚 ,平田幸一 (編著 )

【タイトル】 レストレスレッグス症候群の治療に用いられる薬物とその特徴

【書名・発行所】レストレスレッグス症候群 (RLS)だからどうしても脚を動かしたい アルタ出版 東
京

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 111-118

【著　　者】 内村直尚
池田宇一 ,大越教夫 ,横田千津子 , 監修・編集

【タイトル】 睡眠障害―精神生理性不眠症を中心に―

【書名・発行所】病気と薬 パーフェクト BOOK 2008  薬局 南山堂 東京

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 887-891
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【著　　者】 内村直尚

【タイトル】 〈連載〉生徒の睡眠不足と解消法
第 1回 生活環境と睡眠
第 2回 睡眠不足による心身への影響
第 3回 睡眠不足を鑑賞する昼寝の効果
最終回 よい睡眠は早起きから

【書名・発行所】保健ニュース・心の健康ニュース 縮刷活用版 体と心 保健総合大百科〈中・高校
編〉2008年  東京 少年写真新聞社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 105-108

【著　　者】 内村直尚
矢崎義雄 監修

【タイトル】 糖尿病と睡眠障害

【書名・発行所】分子糖尿病学の進歩―基礎から臨床まで―2008 東京 金原書店

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 147-152

【著　　者】 橋爪祐二 ,内村直尚
高久史麿 監修

【タイトル】 睡眠薬・抗不安薬

【書名・発行所】治療ハンドブック 東京 じほう

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 22-25

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 大岡由佳 ,前田正治 ,大江美佐里 ,丸岡隆之 ,古賀章子 ,高松真理 ,原口雅浩 ,辻丸
秀策 ,内村直尚

【論　　題】 精神科臨床現場における被害者・被災者支援の現状と課題

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 50 , 455-464

【著　　者】 大江美佐里、向野美智子、松岡稔昌、小路純央、前田正治、内村直尚

【論　　題】 Gabapentin投与が気分障害を合併した疼痛性障害に効果を示したと考えられる 1
例

【雑 誌 名】 九州神経精神医学

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 54 , 41-45

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠障害の診断と治療

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 221-228
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【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 うつ病患者の不眠に対する超短時間型と長時間型ベンゾジアゼピン (BZ)系睡眠薬
の有用性の検討

【雑 誌 名】 Pharma Medica

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 96-101

【著　　者】 兒玉隆之 ,森田喜一郎 ,森圭一郎 ,小路純央 ,内村直尚

【論　　題】 ERPのMicrostate法を用いた LORETA解析

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 610-614

【著　　者】 大岡由佳 ,前田正治 ,大江美佐里 ,丸岡隆之 ,古賀章子 ,高松真理 ,原口雅浩 ,辻丸
秀策 ,内村直尚

【論　　題】 精神科臨床現場における被害者・被災者支援の現状と課題 大学病院の過去 10年
間の PTSD患者の調査結果から

【雑 誌 名】 精神医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 455-464

【著　　者】 Oe M, Maeda M, Uchimura N

【論　　題】 Longitudinal Psychological Effects of the Garuda Indonesia Air Disaster in Japan

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 55 , 1-6

「その他」

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 うつ病と睡眠障害

【雑 誌 名】 月刊 地域保健

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 58-61

【著　　者】 大江美佐里、前田正治

【論　　題】 PTSD患者に対する認知療法

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 71 , 175-179
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【著　　者】 恵紙英昭

【論　　題】 精神科救急・急性期における病棟運営～急性期治療病棟を選んだ理由・大学病院
の果たす役割～

【雑 誌 名】 精神科救急・急性期医療の現状と展望

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 20-22

【著　　者】 内野俊郎

【論　　題】 統合失調症を持つ本人への心理教育～久留米大学精神科精神科急性奇病等の実践
を通して～

【雑 誌 名】 現代のエスプリ

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 489 , 171-182

【著　　者】 田ヶ谷浩邦 ,宮本雅之 ,内村直尚 ,伊藤洋 ,神林崇 ,井上雄一 ,宮本智之 ,桑原啓郎

【論　　題】 PSG共通フォーマットガイドライン

【雑 誌 名】 睡眠医療

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 2 , 324-329

【著　　者】 小鳥居望 ,内村直尚

【論　　題】 行動起因性の睡眠不足症候群

【雑 誌 名】 臨床睡眠学 日本臨床 増刊号

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 66 , 304-308

【著　　者】 小鳥居望 ,小鳥居今日子 ,西野精治

【論　　題】 眠気を測定するということの意味―MSLTの保険適応に際して―

【雑 誌 名】 臨床精神医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 37 , 1347-1358

【著　　者】 山本克康 ,内村直尚 ,井上雄一 ,宮本雅之 ,岡靖哲

【論　　題】 睡眠時随伴症の診断・治療・医療連携ガイドライン

【雑 誌 名】 睡眠医療

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 2 , 304-310

【著　　者】 山本克康 ,内村直尚

【論　　題】 睡眠時随伴症 (1)

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 421-427
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【著　　者】 山本克康 ,内村直尚

【論　　題】 睡眠時随伴症 (2)レム睡眠行動障害に対するパロキセチンの有効性の検討

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 487-493

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 不眠

【雑 誌 名】 診断と治療 増刊号

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 96 , 27-35

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 その他の薬剤―むずむず脚症候群の薬物療法

【雑 誌 名】 日本臨床 増刊号

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 66 , 159-164

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠障害の薬物療法

【雑 誌 名】 精神科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12 , 164-169

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 「睡眠障害」のさまざまな病態を知る①

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 8-11

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 「睡眠障害」のさまざまな病態を知る④

【雑 誌 名】 薬局

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 21-24

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠薬治療に対するアドヒアランス

【雑 誌 名】 臨床精神薬理

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 11 , 1665-1671
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【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 新規睡眠薬の可能性 :5-HT2A系睡眠薬

【雑 誌 名】 臨床精神薬理

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 11 , 2055-2062

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠障害が生活習慣病に及ぼす影響

【雑 誌 名】 ねむりと医療

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1 , 27-31

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠時無呼吸症候群 (SAS)の臨床

【雑 誌 名】 脳 21

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 11 , 443-447

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 不眠症

【雑 誌 名】 心療内科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12 , 353-360

【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 不眠症

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 25 , 1627-1634

【著　　者】 内村直尚 ,土生川光成

【論　　題】 睡眠時無呼吸症候群 (SAS)と精神疾患―SASとうつ病との関係―

【雑 誌 名】 精神神経学雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 110 , 94-98

【著　　者】 田ヶ谷浩邦 ,伊藤洋 ,井上雄一 ,亀井雄一 ,内村直尚 ,古田壽一 ,山寺亘 ,小鳥居望

【論　　題】 概日リズム睡眠障害 (CRSD)の診断・治療・医療連携ガイドライン

【雑 誌 名】 睡眠医療

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 2 , 296-303
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【著　　者】 内村直尚

【論　　題】 睡眠とメタボリックシンドローム

【雑 誌 名】 ふくおか精神保健

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 53 , 1

【著　　者】 橋爪祐二 ,内村直尚

【論　　題】 気分障害とサーカディアン・リズム

【雑 誌 名】 臨床精神医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 37 , 269-273
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31.皮膚科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 小野文武、安元慎一郎

【タイトル】 水疱症

【書名・発行所】薬局

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 1692-94

【著　　者】 小野文武、安元慎一郎

【タイトル】 帯状疱疹

【書名・発行所】薬局

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 1757-63

【著　　者】 小野文武

【タイトル】 梅毒の診断と治療

【書名・発行所】 STDアトラス ,  秀潤社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 34-37,42, 44, 46, 49-50,

【著　　者】 Hamada T. In: Ruggieri M, Pascual-Castroviejo I, Rocco CD, eds.

【タイトル】 Lipoid proteinosis.

【書名・発行所】 Neurocutaneous Disorders: Phakomatoses & Hamartoneoplastic Syndromes. New
York: Springer

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 907-914

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Hamada T, Ishii N, Fukuda S, Takagi A, Yasumoto S, Ikeda S, Hashimoto T.

【論　　題】 A new c.2541delC mutation in the ATP2A2 gene in a Japanese patient with Darier's
disease.

【雑 誌 名】 J Eur Acad Dermatol Venereol.

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 Epub ahead of print]

【著　　者】 Dainichi T, Omori M, Hamada M, Hosokawa C, Moroi Y, Hashimoto T, Furue M.

【論　　題】 Successful Treatment of Nail Bed Hypoplasia after Nail Loss by Acrylic Nail.

【雑 誌 名】 Dermatol Surg

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】
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【著　　者】 Dainichi T, Honma Y, Hashimoto T, Furue M.

【論　　題】 Clavus detected incidentally by positron emission tomography with computed
tomography

【雑 誌 名】 J Dermatol

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 35 , 242-3

【著　　者】 小野文武、安元慎一郎

【論　　題】 その他の性感染症 (軟性下疳、性器カンジダ症など )

【雑 誌 名】 MB Derma

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 141 , 55-60

【著　　者】 小野文武、安元慎一郎

【論　　題】 HIV感染者などの免疫不全患者、腎機能低下患者への抗ウイルス薬の使い方

【雑 誌 名】 MB Derma

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 147 , 31-36

【著　　者】 上田明弘、小野文武、安元慎一郎、橋本 隆

【論　　題】 Muehrcke's Nailの 1例

【雑 誌 名】 皮膚科の臨床

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 224-225

【著　　者】 桃崎直也、小野文武、濱田尚宏、名嘉真武国、橋本 隆、黒瀬浩一郎

【論　　題】 外側眼窩皮弁による基底細胞癌 ,悪性黒子の治療経験

【雑 誌 名】 臨床皮膚科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 62 , 764-767

【著　　者】 濱田尚宏

【論　　題】 Vörner型掌蹠角化症 .

【雑 誌 名】 MB Derma

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 142 , 49-54

【著　　者】 名嘉眞武国、辻 貴子、江口弘伸、福田俊平、桃崎直也、文森健明、濱田尚宏、橋
本 隆

【論　　題】 当科における難治性皮膚潰瘍に対する 5HT2A受容体拮抗薬 (サルポグレラート塩
酸塩 )による治療効果の検討 .

【雑 誌 名】 診療と新薬

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 45 , 1073-1077
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【著　　者】 小野文武

【論　　題】 ウイルス感染症

【雑 誌 名】 MB Derma

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 135 , 31-38

【著　　者】 Yasukawa S, Dainichi T, Kokuba H, Moroi Y, Urabe K, Hashimoto T, Furue M.

【論　　題】 Bullous pemphigoid followed by pustular psoriasis showing Th1, Th2, Treg and Th17
immunological changes

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Yasukawa S, Dainichi T, Kokuba H, Moroi Y, Urabe K, Hashimoto T, Furue M

【論　　題】 Bullous pemphigoid followed by pustular psoriasis showing Th1, Th2, Treg and Th17
immunological changes.

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol.

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 5 , Epub ahead of print]

【著　　者】 Goto-Ohguchi Y, Nishie W, Akiyama M, Tateishi Y, Aoyagi S, Tsuji-Abe Y,
Sawamura D, Ishii N, Hashimoto T, Shimizu H

【論　　題】 A Severe and Refractory Case of Anti-p200 Pemphigoid Resulting in Multiple Skin
Ulcers and Scar Formation.

【雑 誌 名】 Dermatology

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 5 ,

【著　　者】 Inokuma D, Kodama K, Natsuga K, Kasai M, Abe M, Nishie W, Abe R, Hashimoto T,
Shimizu H.

【論　　題】 Autoantibodies against type XVII collagen C-terminal domain in a patient with bullous
pemphigoid associated with psoriasis vulgaris.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol.

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 10 ,

【著　　者】 Ishii N, Maeyama Y, Nakama T, Hashimoto T

【論　　題】 A case of solitary collagenoma localized on the upper lip mimicking mucocele.

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol.

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 22 , Epub ahead of print
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【著　　者】 Arakawa M, Dainichi T, Yasumoto S, Hashimoto T.

【論　　題】 Lesional Th17 cells in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Arakawa M, Dainichi T, Yasumoto S, Hashimoto T.

【論　　題】 Lesional Th17 cells in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus.

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci.

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 1 , Epub ahead of print

【著　　者】 Ishii N, Yoshida M, Ishida-Yamamoto A, Fritsch A, Elfert S, Bruckner-Tuderman L,
Hashimoto T.

【論　　題】 Some epidermolysis bullosa acquisita sera react with epitopes within the triple-helical
collagenous domain as indicated by immunoelectron microscopy.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol.

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 25 , Epub ahead of print

【著　　者】 Chen SY, Takeuchi S, Urabe K, Hayashida S, Kido M, Tomoeda H, Uchi H, Dainichi
T, Takahara M, Shibata S, Tu YT, Furue M, Moroi Y.

【論　　題】 Overexpression of phosphorylated-ATF2 and STAT3 in cutaneous angiosarcoma and
pyogenic granuloma

【雑 誌 名】 J Cutan Pathol

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 35 , 722-30

【著　　者】 Dainichi T, Moroi Y, Urabe K, Hashimoto T, Furue M.

【論　　題】 Vitiligo onset removes congenital nevocellular nevus cells

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 51 , 66-69

【著　　者】 Dainichi T, Ueda S, Imayama S, Furue M.

【論　　題】 Excellent Clinical Results with a New Preparation for Chemical Peeling in Acne: 30%
Salicylic Acid in Polyethylene Glycol Vehicle

【雑 誌 名】 Dermatol Surg

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 34 , 891-9
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【著　　者】 Dainichi T, Ueda S, Furue M, Hashimoto T.

【論　　題】 By the grace of peeling: the brace function of the stratum corneum in the protection
from photo-induced keratinocyte carcinogenesis

【雑 誌 名】 Arch Dermatol Res

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 300 , 31-38

【著　　者】 Chen SY, Takeuchi S, Urabe K, Kido M, Hayashida S, Tomoeda H, Uchi H, Dainichi
T, Takahara M, Shibata S, Furue M, Moroi Y, Tu YT.

【論　　題】 Overexpression of phosphorylated ATF2 and STAT3 in eccrine porocarcinoma and
eccrine poroma

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 49 , 170-173

【著　　者】 Ishii N, Hashimoto T

【論　　題】 A Case of Paraneoplastic Pemphigus Who Shifted to Pemphigus Vulgaris

【雑 誌 名】 J Eur Acad Dermatol Venereol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 22 , 374-375

【著　　者】 Ishii N, Ohyama B, Yamaguchi Z, Hashimoto T.

【論　　題】 IgA autoantibodies against the NC16a domain of BP180 but not 120-kDa LAD-1
detected in a patient with linear IgA disease.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 158 , 1151-1153

【著　　者】 Blazsek A, Sillo P, Ishii N, Gergely P Jr, Poor G, Preisz K, Hashimoto T, Medvecz M,
Krpti S.

【論　　題】 Searching for foreign antigens as possible triggering factors of autoimmunity: Torque
Teno virus DNA prevalence is elevated in sera of patients with bullous pemphigoid.

【雑 誌 名】 Exp Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 446-454

【著　　者】 Hamada T, Sandilands A, Fukuda S, Sakaguchi S, Ohyama B, Yasumoto S, McLean
WH, Hashimoto T.

【論　　題】 De novo occurrence of the filaggrin mutation p.R501X with prevalent mutation c.3321
delA in a Japanese family with ichthyosis vulgaris complicated by atopic dermatitis.

【雑 誌 名】 J Invest Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 128 , 1323-1325
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【著　　者】 Ishii N, Hamada T, Yasumoto S, Hashimoto T.

【論　　題】 A case of epidermolytic hyperkeratosis with no facial involvement associated with
mutation in keratin 10.

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 33 , 353-354

【著　　者】 Ishii N, Maeyama Y, Karashima T, Nakama T, Kusuhara M, Yasumoto S, Hashimoto
T.

【論　　題】 Immunoserological analyses of 55 patients with pemphigus at the Dermatological
Department of Kurume University Hospital: an 11-year retrospective study (1996‒
2006).

【雑 誌 名】 Int J Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47 , 1321-1322

【著　　者】 Fukushima S, Egawa K, Nishi H, Wakasugi S, Ishii N, Hashimoto T, Yancey KB, Ihn
H.

【論　　題】 Two cases of anti-epiligrin cicatricial pemphigoid with and without associated
malignancy.

【雑 誌 名】 Acta Derm Venereol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 88 , 484-487

【著　　者】 Amagai M, Hashimoto T, Kitajima Y.

【論　　題】 Post-IID 2008 international meeting on autoimmune bullous diseases.

【雑 誌 名】 J Invest Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】  128 , 2135-2137

【著　　者】 Mitsuya J, Hara H, Ito K, Ishii N, Hashimoto T, Terui T.

【論　　題】 Metastatic ovarian carcinoma-associated subepidermal blistering disease with
autoantibodies to both the p200 dermal antigen and the gamma 2 subunit of laminin 5
showing unusual clinical features.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 158 , 1354-1357

【著　　者】 Ishii N, Maeyama Y, Karashima T, Nakama T, Kusuhara M, Yasumoto S, Hashimoto
T.

【論　　題】 A clinical study of patients with pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceous: an 11
-year retrospective study (1996-2006).

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 33 , 641-643
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【著　　者】 Hashimoto T.

【論　　題】 Treatment strategies for pemphigus vulgaris in Japan.

【雑 誌 名】 Expert Opin Pharmacother.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 9 , 1519-30

【著　　者】 Miyakura T, Yamamoto T, Tashiro A, Okubo Y, Oyama B, Ishii N, Hashimoto T,
Tsuboi R.

【論　　題】 Anti-p200 pemphigoid associated with annular pustular psoriasis.

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】  18 , 481-482

【著　　者】 Arakaki O, Yamamoto Y, Awazawa R, Nonaka K, Taira K, Asato Y, Hagiwara K,
Oyama B, Ishii N, Hashimoto T, Uezato H

【論　　題】 Case of linear immunoglobulin A bullous dermatosis associated with acquired
hemophilia

【雑 誌 名】 J Dematol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 35 , 437-446

【著　　者】 Demitsu T, Kakurai M, Yoneda K, Iida E, Takada M, Hiratsuka Y, Suzuki M, Yamada
T, Ohyama B, Hashimoto T

【論　　題】 Localized pemphigoid (Brunsting-Perry type) with IgG antibody to BP180 NC16a
domain resembling lupus erytematosus successfully treated with topical tacrolimus
therapy.

【雑 誌 名】 J Eur Acad Dermatol Venereol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】  23 , 79-80

【著　　者】 Hamada T, Fukuda S, Sakaguchi S, Yasumoto S, Kim SC, Hashimoto T.

【論　　題】 Molecular and clinical characterization in Japanese and Korean patients with
Hailey-Hailey disease: Six new mutations in the ATP2C1 gene.

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 51  ,  31-36

【著　　者】 Lee SE, Hashimoto T, Kim SC.

【論　　題】 No mucosal involvement in a patient with paraneoplastic pemphigus associated with
thymoma and myasthenia gravis.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 159 , 986-8
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【著　　者】 Daito J, Katoh N, Asai J, Ueda E, Takenaka H, Ishii N, Hashimoto T, Kishimoto S.

【論　　題】 Brunsting-Perry cicatricial pemphigoid associated with autoantibodies to the
C-terminal domain of BP180.

【雑 誌 名】 Br J Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】  159 , 984-6

【著　　者】 Lee SE, Kim HR, Hashimoto T, Kim SC.

【論　　題】 Paraneoplastic pemphigus developed shortly after resection of follicular dendritic cell
sarcoma.

【雑 誌 名】 Acta Derm Venereol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 88 , 410-412

【著　　者】 Murrell DF, Dick S, Ahmed AR, Amagai M, Barnadas MA, Borradori L, Bystryn JC,
Cianchini G, Diaz L, Fivenson D, Hall R, Harman KE, Hashimoto T, Hertl M,
Hunzelmann N, Iranzo P, Joly P, Jonkman MF, Kitajima Y, Korman NJ, Martin LK,
Mimouni D, Pandya AG, Payne AS, Rubenstein D, Shimizu H, Sinha AA, Sirois D,
Zillikens D, Werth VP.

【論　　題】 Consensus statement on definitions of disease, end points, and therapeutic response for
pemphigus.

【雑 誌 名】 J Am Acad Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】  58 ,  1043-1046

【著　　者】 Hamada T, Fukuda S, Ishii N, Sakaguchi S, Ishikawa T, Abe T, Yasumoto S,
Hashimoto T, Nakano H, Sawamura D.

【論　　題】 Genotype-phenotype correlation in non-Hallopeau-Siemens recessive dystrophic
epidermolysis bullosa: The splice site mutation c.6216+5G>T in the COL7A1 gene
results in aberrant and normal splicings.

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 147-150

【著　　者】 Dainichi T, Omori M, Hamada M, Hosokawa C, Moroi Y, Hashimoto T, Furue M.

【論　　題】 Successful Treatment of Nail Bed Hypoplasia after Nail Loss by Acrylic Nail.

【雑 誌 名】 Dermatol Surg.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 34 , 984-5

【著　　者】 Dainichi T, Honma Y, Hashimoto T, Furue M.

【論　　題】 Clavus detected incidentally by positron emission tomography with computed
tomography.

【雑 誌 名】 J Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 35 , 242-243
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【著　　者】 Gupta S, Bamford M, Hashimoto T, Harman K.

【論　　題】 A rare and challenging diagnosis not to be missed.

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 33 , 375-376

【著　　者】 Ishii N, Maeyama Y, Karashima T, Nakama T, Kusuhara M, Yasumoto S, Hashimoto
T.

【論　　題】 A clinical study of patients with pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus: an 11
-year retrospective study (1996-2006).

【雑 誌 名】 Clin Exp Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47  ,  1321-1322

【著　　者】 Fukushima S, Egawa K, Nishi H, Wakasugi S, Ishii N, Hashimoto T, Yancey KB, Ihn
H.

【論　　題】 Two cases of anti-epiligrin cicatricial pemphigoid with and without associated
malignancy.

【雑 誌 名】 Acta Derm Venereol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 88 , 484-7

【著　　者】 Dainichi T, Moroi Y, Duan H, Urabe K, Koga T, Miyazono M, Sasaki T, Hashimoto
T,Furue M

【論　　題】 Paraneoplastic acanthosis nigricans and silent meningioma producing transforming
growth factor-alpha.

【雑 誌 名】 Eur J Dermatol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 18 , 721-722.

【著　　者】 Horiguchi Y, Ikoma A, Sakai R, Masatsugu A, Ohta M, Hashimoto T

【論　　題】 J Dermatol

【雑 誌 名】 Linear IgA dermatosis: Report of an infantile case and analysis of 213 cases in Japan.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 35 , 737-743

【著　　者】 Ishii N, Maeyama Y, Karashima T, Nakama T, Kusuhara M, Yasumoto S, Hashimoto
T

【論　　題】 Immunoserological analyses of 55 patients with pemphigus at the Dermatological
Department of Kurume University Hospital: an 11-year retrospective study (1996
-2006).

【雑 誌 名】 Int J Dermatol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47 , 1321-1322
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「その他」

【著　　者】 大日輝記、師井洋一、古江増隆、橋本隆

【論　　題】 薬疹と遺伝

【雑 誌 名】 炎症と免疫

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 16 , 31-36

【著　　者】 大日輝記、橋本隆

【論　　題】 高尿酸血症治療薬による皮膚病変

【雑 誌 名】 医薬ジャーナル

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 44 , 5-11

【著　　者】 福田俊平 ,濱田尚宏 ,坂口幸子 ,安元慎一郎 ,橋本 隆

【論　　題】 フィラグリン遺伝子変異を同定した尋常性魚鱗癬の 1例 .

【雑 誌 名】 第 22回角化症研究会記録集

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36-39

【著　　者】 橋本 隆 ,坂口幸子 ,大山文悟 ,文森健明 ,石井文人 ,濱田尚宏 ,安元慎一郎 ,秋田幸
大

【論　　題】 魚鱗癬の会の活動について .

【雑 誌 名】 第 22回角化症研究会記録集

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 136-139

【著　　者】 名嘉眞武国 ,辻 貴子 ,江口弘伸 ,福田俊平 ,桃崎直也 ,文森健明 ,濱田尚宏 ,橋本
隆

【論　　題】 当科における難治性皮膚潰瘍に対する 5HT2A受容体拮抗薬による治療効果検討 .

【雑 誌 名】 平成 19年度セロトニン (5-HT2)研究会報告

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 46
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32.外科学（白水）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Yahara T, Yamaguchi R, Yokoyama G, Yamaguchi M, Nakagawa S, Toh U, Shirouzu
K, Kage M, Fujii T.

【論　　題】 Adenomyoepithelioma of the breast diagnosed by a mammotome biopsy: report of a
case.

【雑 誌 名】 Surg Today

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 38 , 144-146

【著　　者】 Fujii T, Yokoyama G, Takahashi H, Namoto R, Nakagawa S, Toh U, Kage M,
Shirouzu K, Kuwano M.

【論　　題】 Preclinical studies of molecular-targeting diagnostic and therapeutic strategies against
breast cancer.

【雑 誌 名】 Breast Cancer

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 73-78

【著　　者】 Uhi Toh, Teruhiko Fujii , Seki Naoko, Shino Nakagawa, Mai Mishima, Kazuo
Shirouzu, Etsuyo Ogo, Toshiro Yahara, Hideaki Yamana

【論　　題】 Strategy to augment the efficacy of immunotherapy for refractory breast cancer using
trastuzumab combined adoptive cell therapy

【雑 誌 名】 Journal of Clinical Oncology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 26 , 147s

【著　　者】 Fujii T, Yokoyama G, Takahashi H, Toh U, Kage M, Ono M, Shirouzu K, Kuwano M.

【論　　題】 Preclinical and clinical studies of novel breast cancer drugs targeting molecules
involved in protein kinase C signaling, the putative metastasis-suppressor gene Cap43
and the Y-box binding protein-1.

【雑 誌 名】 Curr Med Chem.

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 15 , 528-537

32.外科学（白水）
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33.外科学（青柳）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 酒井丈典 , 御鍵和弘 , 赤須玄 , 大塚隆彦 , 丸山祐一郎 , 川原隆一 , 酒井久宗 , 久下亨
, 内田信治 , 堀内彦之 , 木下壽文 , 岡部義信 , 内藤嘉紀 , 草野弘宣

【論　　題】 術前膵腫瘍と診断された腹腔内デスモイド腫瘍の 1例

【雑 誌 名】 膵臓

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 23 , 152-157

【著　　者】 鬼塚誠二、田中厚寿、明石英俊、廣松伸一、飛永覚、和田至弘、永川紀子、細川
幸夫、三笠圭太、中村英司、青柳成明

【論　　題】 Stent-graft migration

【雑 誌 名】 日本血管内治療学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 9 , 37-41

【著　　者】 Fukunaga S, Hori H, Ueda T, Takagi K, Tayama E, Aoyagi S

【論　　題】 Effect of surgery for atrial fibrillation associated with mitral valve disease.

【雑 誌 名】 Ann Thorac Surg

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 86 , 1212-1218

【著　　者】 Hori H Fukunaga S Arinaga K Yoshikawa K  Tayama E Aoyagi S

【論　　題】 Edge-to-edge repair for mitral regurgitation: a clinical and exercise echocardiographic
study

【雑 誌 名】 J Heart Valve Dis.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 476-484

【著　　者】 Kazuhiro Yoshikawa  Shuji Fukunaga  Koichi Arinaga Hidetsugu Hori  Eiji Nakamura
Tomohiro Ueda
Eiki Tayama  Shigeaki Aoyagi

【論　　題】 Long-Term Results of Aortic Valve Replacement With a Small St. Jude Medical Valve
in Japanese Patients

【雑 誌 名】 Ann Thorac Surg

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 85 , 1303-1309

33.外科学（青柳）
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「その他」

【著　　者】 明石英俊、金谷蔵人、新谷悠介、青柳成明

【論　　題】 閉塞性動脈硬化症の疫学と診断と治療 .
外科的治療

【雑 誌 名】 Current Therapy(カレントテラピー )

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 26 , 772-779

【著　　者】 明石英俊

【論　　題】 大動脈瘤治療の EVAR(Endovascular aneurysm repair=Stentgrafting)による新たな
展開

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 71 , 12-18

33.外科学（青柳）
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34.外科学（小児外科）

「単行本 /著書」

【著　　者】 栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 臨床栄養治療の実践 病態別編

【書名・発行所】金原出版

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 総頁数 494頁　(付録　87頁 )

【著　　者】 田中芳明 ,小林英史   中村丁次 ,山本 茂編

【タイトル】 第 3部 臨床栄養に関する技術 2.医療施設 ,福祉施設で求められる技術 電解質管理
の基本 .

【書名・発行所】管理栄養士技術ガイド 文光堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 229-235

【著　　者】 田中芳明 ,小林英史  中村丁次 ,山本 茂編

【タイトル】 第 3部 臨床栄養に関する技術 2.医療施設 ,福祉施設で求められる技術 栄養法の選
択と評価の技術 .

【書名・発行所】管理栄養士技術ガイド 文光堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 235-244

【著　　者】 田中芳明

【タイトル】 静脈・経腸栄養編

【書名・発行所】輸液・栄養読本  大塚製薬工場

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 総頁数 47

【著　　者】 田中芳明 日本静脈経腸栄養学会編

【タイトル】 第 3章 経腸栄養法と静脈栄養法 Ⅲ .経腸栄養法 B.経腸栄養剤の種類と特徴 .

【書名・発行所】コメディカルのための静脈経腸栄養ハンドブック 南江堂

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 167-186

【著　　者】 田中芳明 日本静脈経腸栄養学会編

【タイトル】 第 3章 経腸栄養法と静脈栄養法 Ⅴ .栄養療法における小児の特殊性と栄養必要量
.

【書名・発行所】コメディカルのための静脈経腸栄養ハンドブック 南江堂

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 274-281

34.外科学（小児外科）
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【著　　者】 秋吉建二郎 ,田中芳明
栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .1 乳幼児・小児の概要

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編   金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 123-125

【著　　者】 小林英史 ,田中芳明
栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .7 先天性代謝異常

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編
金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 137-140

【著　　者】 秋吉建二郎 ,田中芳明
栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .8 1型糖尿病

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編
金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 140-142

【著　　者】 秋吉建二郎 ,田中芳明
栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .9 腎疾患

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編
金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 143-147

【著　　者】 中溝博隆 ,田中芳明
栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .10 新生児・乳幼児外科疾患

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編
金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 147-153

【著　　者】 田中芳明、朝川貴博

【タイトル】 微量元素は身体のどこにあるの ?

【書名・発行所】全科に必要な栄養管理 Q&A 総合医学社

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 96-97

34.外科学（小児外科）
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【著　　者】 朝川貴博、田中芳明

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 2.未熟児、3.消化不良症

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 (基礎編 ) 金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 126‐ 128

【著　　者】 田中芳明、朝川貴博、東口髙志編

【タイトル】 全科に必要な栄養管理 Q&A 初歩的な知識から NSTの実際まで .栄養素の投与 .
投与微量元素 .微量元素は身体のどこにあるの ?

【書名・発行所】ナーシングケア Q&A 総合医学社

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 20 , 96-97

【著　　者】 浅桐公男 ,田中芳明   栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 5章 栄養補給の方法 . 4 静脈栄養法

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編   金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 98-108

【著　　者】 朝川貴博 ,田中芳明   栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .2 未熟児

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編  金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 126-127

【著　　者】 朝川貴博 ,田中芳明   栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .3 消化不良症

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編  金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 127-128

【著　　者】 甲斐田章子 ,田中芳明   栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .4 周期性嘔吐

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編   金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 129-131

【著　　者】 甲斐田章子 ,田中芳明   栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .5 小児肥満

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編   金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 131-133

34.外科学（小児外科）
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【著　　者】 小林英史 ,田中芳明
栢下 淳 ,山東勤弥 ,田中芳明 ,早川麻理子編

【タイトル】 第 7章 乳幼児・小児の疾患 .6 アレルギー性疾患

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践 基礎編   金原出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 134-137

【著　　者】 浅桐公男

【タイトル】 小児救急疾患に対する栄養療法

【書名・発行所】コメディカルのための静脈経腸栄養ハンドブック

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

【著　　者】 浅桐公男 ,田中芳明

【タイトル】 静脈栄養法

【書名・発行所】臨床栄養治療の実践

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

【著　　者】 浅桐公男

【タイトル】 消化管機能異常 ,先天性代謝異常の小児に対する栄養療法

【書名・発行所】コメディカルのための静脈経腸栄養ハンドブック

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 浅桐公男、八木 実

【論　　題】 小児の肛門疾患の診断と治療

【雑 誌 名】 臨床外科

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 63 , 311-317

【著　　者】 中尾志生子、八木 実、田中芳明、浅桐公男、小林英史、朝川貴博、甲斐田章子、
田中宏明、小島伸一郎、七種伸行

【論　　題】 マススクリーニング休止後乳児検診で発見された神経芽腫

【雑 誌 名】 小児外科

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 40 , 1035-1038

【著　　者】 田中芳明 ,朝川貴博

【論　　題】 生化学 微量元素の生体内での役割

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 4400 , 91-93

34.外科学（小児外科）
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【著　　者】 浅桐公男 ,田中芳明

【論　　題】 PEGと経管栄養剤の選択方法

【雑 誌 名】 難病と在宅ケア

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 14 , 49-52

【著　　者】 田中芳明 ,朝川貴博 ,八木 実

【論　　題】 侵襲下における抗酸化濃厚流動食の補給効果

【雑 誌 名】 小児外科

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 40 , 919-926

【著　　者】 小林英史 ,浅桐公男 ,田中芳明

【論　　題】 特集 /筋神経系疾患の合併症対策〔第 3部〕
PEGと経管栄養剤使用患者さんに発生する合併症の諸問題と具体的対応策

【雑 誌 名】 難病と在宅ケア

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 14 , 16-18

【著　　者】 坂口美紀 ,岩崎昌子 ,田中粹子 ,田中芳明

【論　　題】 わたしならこうする !症例から学ぶ経腸栄養剤の変更 糖尿病

【雑 誌 名】 Nutrition Care

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 1 , 40-43(280-283)

【著　　者】 田中芳明

【論　　題】 酸化ストレスと抗酸化療法

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 71 , 134-141

【著　　者】 甲斐田 章子、八木 実、田中 芳明、浅桐 公男、中溝 博隆、小林 英史、朝川 貴博、
田中 宏明、中尾 志生子、小島 伸一郎

【論　　題】 Fecoflowmetryによる客観的排便機能評価

【雑 誌 名】 小児外科

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 40 , 174-177

【著　　者】 中溝博隆 ,田中芳明 ,八木 実

【論　　題】 機能性糖質と腸管免疫機能

【雑 誌 名】 栄養評価と治療

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 25 , 46-49

34.外科学（小児外科）
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【著　　者】 田中芳明、朝川貴博、小林英史、浅桐公男、八木 実

【論　　題】 胆道閉鎖症における抗酸化療法

【雑 誌 名】 小児外科

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 40 , 102-112

【著　　者】 Asagiri K, Yagi M, Tanaka Y, Akaiwa M, Asakawa T, Kaida A, Kobayashi H, Tanaka
H

【論　　題】 A case of split notochord syndrome with congenital ileal atresia, the total absence of a
colon , and a dorsal enteric cyst communicating to the retroperitoneal isolated ceca
with a vesical fistula.

【雑 誌 名】 Pediatric Surgery International

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 24 , 1073-1077

【著　　者】 Ogata H, Oshio T, Ishibashi H, Takano S, Yagi M

【論　　題】 Heterotopic pancreas in children: review of the literature and report of 12 cases.

【雑 誌 名】 Pediatric Surgery International

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 24 , 271-275

【著　　者】 Fukahori S, Yano H, Akiba J, Ogasawara S, Momosaki S, Sanada S, Kuratomi K,
Ishizaki Y, Moriya F, Yagi M, Kojiro M

【論　　題】 Fucoidan,a major component of seaweed, prohibits the growth of human cancer cell
lines in vitro

【雑 誌 名】 Molecular Medicine Reports

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1 , 537-542

34.外科学（小児外科）
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35.脳神経外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 A.総論

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 285-291

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 1.頭蓋軟部組織損傷

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 292-294

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 7.小児頭部外傷

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 336-340

【著　　者】 重森 稔、宮城知也

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 8.高齢者頭部外傷

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 341-342

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 6.頭部外傷後遺症

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 318-335

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 2.頭蓋骨損傷

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 295-299
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【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 3.解放性脳外傷

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 300-302

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 4.急性頭蓋内血腫

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 303-313

【著　　者】 重森 稔、塩見直人

【タイトル】 第 2章 各論 Ⅲ .頭部外傷 B.各論 5.広範性 (びまん性 )脳損傷 (diffuse brain
injury: DBI)

【書名・発行所】脳神経外科アドバンス 診断と治療社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 314-317

【著　　者】 徳富孝志、宮城知也

【タイトル】 6.各種疾患の手術・治療 G.前頭葉・側頭葉の頭部外傷

【書名・発行所】脳神経外科エキスパート 前頭葉・側頭葉  中外医学社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 212-224

【著　　者】 寺崎瑞彦、重森 稔

【タイトル】 Insular/SMA low grade gliomaの手術方針

【書名・発行所】脳腫瘍の外科 -基本と挑戦 -  メディカ出版

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 37-43

【著　　者】 広畑 優、盛満人之、藤村直子、竹内靖治、安陪等思

【タイトル】 基礎編 CASの合併症

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 Carotid Artery Stenting(CAS)のすべて メジカルビュー

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 94-109

【著　　者】 安陪等思、広畑 優

【タイトル】 Focus lecture  3T-MRIによる血管壁評価への期待

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 Carotid Artery Stenting(CAS)のすべて メジカルビュー

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 28-29
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【著　　者】 広畑 優、盛満人之、藤村直子、竹内靖治、安陪等思

【タイトル】 手術手技編 【特異症例への対応】屈曲病変

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 Carotid Artery Stenting(CAS)のすべて メジカルビュー

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 198-214

【著　　者】 広畑 優、盛満人之、藤村直子、竹内靖治、安陪等思

【タイトル】 手術手技編 【特異症例への対応】対側閉塞例

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 Carotid Artery Stenting(CAS)のすべて メジカルビュー

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 288-297

【著　　者】 宮城知也、重森 稔

【タイトル】 4資料 Ⅲガイドライン

【書名・発行所】すぐに役立つ脳神経外科救急ハンドブック メディカ出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 408-410

【著　　者】 徳富孝志

【タイトル】 1脳神経外科における救急診療 Ⅲ初療処置 11凝固線溶障害の管理

【書名・発行所】すぐに役立つ脳神経外科救急ハンドブック メディカ出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 103-104

【著　　者】 徳富孝志

【タイトル】 1脳神経外科における救急診療 Ⅲ初療処置 10栄養・体液管理

【書名・発行所】すぐに役立つ脳神経外科救急ハンドブック メディカ出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 100-101

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 柏木淳之、清松一路、中原一郎、松本省二、広畑 優、安陪等思、堀 雄三、岡原美
香、田上秀一、相良佳子、近藤やよい、島田隆一、東 登志夫、久保 毅、森 宣

【論　　題】 Angioguard XPを用いた頸動脈ステント留置術中塞栓性合併症に関する多施設共
同研究 -MR plaque imageと狭窄長によるハイリスク群の抽出ー

【雑 誌 名】 Journal of Neuroendovascular Therapy

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 2 , 179-187
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【著　　者】 塩見直人、宮城知也、刈茅 崇、山下 伸、折戸公彦、徳富孝志、坂本照夫、重森
稔

【論　　題】 重症頭部外傷を伴う高エネルギー外傷例に対する初期診療の現状 -とくに脳神経
外科医の役割について -

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 13 , 27-32

【著　　者】 服部剛典、内門久明、山下 伸、宮城尚久、塩見直人、宮城知也、重森 稔

【論　　題】 急性対麻痺で発症した特発性脊髄硬膜外血腫の 1手術例

【雑 誌 名】 Neurosurgical Emergency

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 13 , 89-93

【著　　者】 安陪等思、広畑 優、才田義文、内山雄介、田中法端、竹内靖治、早渕尚文

【論　　題】 脳動脈瘤塞栓術用離脱式 coilによるMRIアーチファクトについての実験的検討

【雑 誌 名】 Journal of Neuroendovascular Therapy

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 2 , 119-124

【著　　者】 兒玉隆之、森田喜一郎、小路純央、土井 亮、川辺千鶴子

【論　　題】 課題関連 P300成分の発生源について -色彩環境の影響 -

【雑 誌 名】 臨床神経生理学

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 36 , 95-101

【著　　者】 坂田清彦、宮城尚久、倉本晃一、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 Aggressive invasive behaviorを伴う silent corticotroph adenomaの 2症例

【雑 誌 名】 日本内分泌学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 84 , 141-144

【著　　者】 刈茅 崇

【論　　題】 重症頭部外傷例における初期診療の重要性

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 71 , 188-198

【著　　者】 広畑 優、盛満人之、藤村直子、竹内靖治、折戸公彦、山下 伸

【論　　題】 脳血管障害 (脳卒中 )に対する脳血管内手術の現状と展望

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 71 , 180-187
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【著　　者】 塩見直人、宮城知也、刈茅 崇、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 高齢者重症頭部外傷例の治療成績と転帰要因

【雑 誌 名】 Geriatric Neurosurgery

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 20 , 101-107

【著　　者】 広畑 優、森本一弥、盛満人之、藤村直子、竹内靖治、徳富孝志、重森 稔

【論　　題】 10年間で破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血後の症候性脳血管攣縮の発生率は低下
したか

【雑 誌 名】 脳卒中の外科

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 35 , 76-79

【著　　者】 Tokutomi T, Miyagi T, Ogawa T, Ono J, Kawamata T, Sakamoto T, Shigemori M,
Nakamura N

【論　　題】 Age-associated increases in poor outcomes after traumatic brain injury: A report from
the Japan Neurotrauma Data Bank

【雑 誌 名】 Journal of Neurotrauma

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 25 , 1407-1414

【著　　者】 Fukushima S, Terasaki M, Shigemori M

【論　　題】 Chordoid meningioma arising in the pineal region: a case report

【雑 誌 名】 Brain Tumor Pathology

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 25 , 91-95

【著　　者】 Ooba S, Hasuo H, Shigemori M, Akasu T

【論　　題】 Diazepam attenuates the post-traumatic hyperactivity of excitatory synapses in rat
hippocampal CA1 neurons

【雑 誌 名】 Neuroscience Research

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 62 , 195-205

【著　　者】 Tokutomi T, Morimoto K, Miyagi T, Yamaguchi S, Ishikawa K, Shigemori M

【論　　題】 Optimal temperature for the management of severe traumatic brain injury: Effect of
hypothermia on intracranial pressure, systemic and intracranial hemodynamics, and
metabolism

【雑 誌 名】 Neurosurgery

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 61 , 256-266
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【著　　者】 Sugita Y, Nakamura Y, Yamamoto M, Ogasawara S, Ohshima K, Shigemori M

【論　　題】 Expression of KIAA 0864 protein in neuroepithelial tumors: an analysis based on the
presence of monoclonal antibody HFB-16

【雑 誌 名】 Journal of Neurooncology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 89 , 151-158

【著　　者】 Fukushima S, Kato S, Maeda M, Shigemori M

【論　　題】 Caspase-9 pathway activation by inhibiting endogenous fibroblast growth factor
signaling in human glioma cells

【雑 誌 名】 International Journal of Oncology

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 32 , 467-473

【著　　者】 Hagihara N, Abe T, Hirohata M, Inoue K, Watanabe M, Tabuchi K

【論　　題】 Simultaneous Occurrence of Subarachnoid Hemorrhage Due to Ruptured Aneurysm
and Remote Brainstem Hematoma-Case Report-

【雑 誌 名】 Neurologia Medico-chirurgica(Tokyo)

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 48 , 64-67

【著　　者】 Terasaki M, Bouffet E, Katsuki H, Fukushima S, Shigemori M

【論　　題】 Pilot trial of the rate of response, safety, and tolerability of temozolomide and oral
VP-16 in patients with recurrent or treatment-induced malignant central nervous
system tumors

【雑 誌 名】 Surgical Neurology

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 69 , 46-50

「その他」

【著　　者】 広畑 優、宮城知也、重森 稔

【論　　題】 くも膜下出血 -脳動脈瘤治療の最前線 脳動脈瘤の外科的治療法 特殊な脳動脈瘤手
術 ,術中管理 ,手術成績 外傷性脳動脈瘤

【雑 誌 名】 Clinical Neuroscience

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 26 , 1380-1381

【著　　者】 徳富孝志

【論　　題】 救急診療ガイドライン Ⅺ外傷 重症頭部外傷治療・管理のガイドライン

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 32 , 1351-1356
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【著　　者】 宮城知也、刈茅 崇、重森 稔

【論　　題】 意識障害の診断と治療 -reappraisal 診断 急性病変による意識障害 昏睡と半昏睡

【雑 誌 名】 Clinical Neuroscience

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 26 , 618-620

【著　　者】 宮城知也、刈茅 崇、重森 稔

【論　　題】 気づけますか ?危険な合併症とその徴候～この場面は要注意 !～ 13消化管出血

【雑 誌 名】 BRAIN NURSING

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 24 , 65-68

【著　　者】 徳富孝志

【論　　題】 電気生理学的モニタリング

【雑 誌 名】 救急・集中治療

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 20 , 233-238
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36.整形外科学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 白濵 正博

【論　　題】 当院における骨延長術症例の検討

【雑 誌 名】 日本創外固定・骨延長学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , p.29-32

【著　　者】 白濵 正博、坂井 健介、永田 見生

【論　　題】 不安定型骨盤輪骨折に対する新しい後方固定術
ー特に仙骨骨折を伴う不安定型骨折についてー

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , p.1-5

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 【脊椎・脊髄疾患に対する薬物療法】脊椎感染症の薬物療法

【雑 誌 名】 脊椎脊髄ジャーナル

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 , 671-678

【著　　者】 永田見生 , 佐藤公昭 , 永田榮子

【論　　題】 腰部脊柱管狭窄症の治療戦略―整形外科の立場から

【雑 誌 名】 脊椎脊髄ジャーナル

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 , 374-383

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 化膿性脊椎炎―診断と治療

【雑 誌 名】 マルホ整形外科セミナー

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 186 , 16-19

【著　　者】 永田見生

【論　　題】 リウマチ頚椎病変の治療に関するエビデンス形成のための統計的検討に関する研
究

【雑 誌 名】 厚生労働省科学研究補助金 免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業 分担研究報告
書

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 207-208
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【著　　者】 永田見生

【論　　題】 第 2章 腰椎椎間板ヘルニアと職業・スポーツ・生活習慣との関係 /自然経過
患者さんのための腰椎椎間板ヘルニアガイドブック―診療ガイドラインに基づい

【雑 誌 名】 株式会社 南江堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15-23

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章、吉田龍弘

【論　　題】 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の治療成績̶ Love法との比較̶

【雑 誌 名】 脊椎・脊髄神経手術手技

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 138-140

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、朴 珍守、山田 圭、横須賀公章、吉光一浩、吉田龍弘

【論　　題】 腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術̶MEDの手術手技と工夫̶

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 639-642

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生

【論　　題】 腰椎椎間板ヘルニアの治療̶手術療法の歴史と今後の展望̶

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 639-642

【著　　者】 1122-1127

【論　　題】 化膿性脊椎炎に対する手術療法̶経皮的病巣掻爬ドレナージと椎体進入手術 (open
surgery)̶

【雑 誌 名】 脊椎脊髄

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 ,

【著　　者】 佐藤公昭、永田見生、芝 啓一郎、小西宏昭、前田 健

【論　　題】 腰部脊柱管狭窄診断サポートツールの検証と九州・沖縄版簡易問診票

【雑 誌 名】 日本腰痛学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 17-22

【著　　者】 白濱正博、坂井健介、森 啓介、永田見生

【論　　題】 不安定性型骨盤輪骨折における前方要素の安定性

【雑 誌 名】 骨折

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 30 , 434-437
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【著　　者】 副島 崇

【論　　題】 私のおすすめ本

【雑 誌 名】 整形外科看護

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 13 , 381

【著　　者】 山田圭、永田見生、佐藤公昭、朴珍守、仲摩憲次郎、吉川英一郎、横須賀公章、
吉田龍弘、 田中寿人

【論　　題】 胸椎後縦靱帯骨化症の治療方針 -術式、骨化形態から見た検討 -

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 110-115

【著　　者】 山田 圭、田中順子、西田俊晴、野口幸志、朴 珍守、横須賀公章、吉田龍弘、佐藤
公昭、
吉田健治、永田見生

【論　　題】 小児の環軸椎回旋位固定の治療方針 -初期治療から手術までの治療のアルゴリズ
ム -

【雑 誌 名】 日本整形外科学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 82 , S565

【著　　者】 山田 圭、朴 珍守、佐藤公昭、吉田龍弘、永田見生、田中寿人

【論　　題】 術中脊髄モニタリングにおける警告発信と術中対応策の検討

【雑 誌 名】 日本脊椎脊髄病学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 259

【著　　者】 山田圭、佐藤公昭、朴珍守、横須賀公章、吉田龍弘、永田見生、田中順子、吉松
弘喜、
脇岡徹、吉田健治、西田俊晴

【論　　題】 小児の環軸椎回旋位固定の治療方針 -初期治療から手術までの治療のアルゴリズ
ム -

【雑 誌 名】 日本脊椎脊髄病学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 393

【著　　者】 山田 圭、朴 珍守、佐藤公昭、横須賀公章、吉田龍弘、川崎優二、永田見生、保坂
愛、
長濱千春、中尾真子、平島清美

【論　　題】 脊椎術後疼痛に対する塩酸モルヒネ持続皮下注入法の経験

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 435-438
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【著　　者】 山田圭、朴珍守、佐藤公昭、横須賀公章、五反田清和、吉田龍弘、久保山宏美、
脇田瞳、
永田見生、原田秀樹

【論　　題】 術中脊髄モニタリングで警告発信を行う基準の検討 -CMAPによるモニタリング
の問題点を含めて -

【雑 誌 名】 西日本脊椎研究会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 34 , 139-144

【著　　者】 田中寿人、小峯光徳、黒川宏亮

【論　　題】 途中 6ヶ月で骨吸収像を認めてからも術後約 1年で骨癒合を得ることが出来た 3
例

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 27-30

【著　　者】 田中寿人、小峯光徳、秋山菜奈絵

【論　　題】 超高齢者の大腿骨頸部骨折後譫妄予防としての酸素化療法

【雑 誌 名】 整形外科と災害外科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 557-562

【著　　者】 田中寿人、横須賀公章、山田圭、朴珍守、永田見生

【論　　題】 腰椎黄色靱帯内血腫の 1例

【雑 誌 名】 NEURO IMAGING CONFERENCE筑後・佐賀症例集

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12 , 60-64

【著　　者】 光井康博、仲摩憲次郎、山田徹、永田見生、後藤昌史、樋口富士男

【論　　題】 ヒアルロン酸の肩腱板断裂由来腱線維芽細胞への影響 :細胞増殖活性とコラーゲ
ン合成系に関して

【雑 誌 名】 肩関節

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 32 , 593-595

【著　　者】 光井康博、仲摩憲次郎、山田徹、永田見生、後藤昌史、樋口富士男

【論　　題】 腱板断裂由来肩峰下滑液胞線維芽細胞に対するヒアルロン酸の影響

【雑 誌 名】 肩関節

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 32 , 677-681
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【著　　者】 Hiraoka K, Zenmyo M, Watari K, Iguchi H, Fotovati  A, Kimura YN, Hosoi F, Shoda
T, Nagata K, Osada H, Ono M and Kuwano M.

【論　　題】 Inhibition of bone and muscle metastases of lung cancer cells by decrease in the
number of monocytes/macrophages.

【雑 誌 名】 Cancer Sci

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 99 , 1595-1602

【著　　者】 Inoue H, Hiraoka K, Hoshino T, Okamoto M, Iwanaga T, Zenmyo M, Shoda T,
Aizawa H, Nagata K

【論　　題】 High levels of serum IL-18 promote cartilage loss through suppression of aggrecan
synthesis.

【雑 誌 名】 Bone

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 42 , 1102-1110

【著　　者】 Mitsui Y,Gotoh M,Nakama K,Yamada T,Higuchi F,Nagata K.

【論　　題】 Hyaluronic Acid Inhibits mRNA Expression of Proinflammatory Cytokines and
Cyclooxygenase-2/Prostaglandin E2 Production via CD44 in Interleukin-1-Stimulated
Subacromial Synovial Fibroblasts from Patients with Rotator Cuff Disease

【雑 誌 名】 Journal of Orthopaedic Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 1032-1037

【著　　者】 Mitsui Y, Gotoh M, Yoshida T, Hirai Y, Shinozaki T, Nakama K, Higuchi F, Nagata
K.

【論　　題】 Osteoid osteoma of the proximal humerus: a misleading case.

【雑 誌 名】 J Shoulder Elbow Surg.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , e13-15
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37.眼科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 山川良治

【タイトル】 外傷性前房出血

【書名・発行所】眼科診療プラクティス 23.眼科薬物治療 A to Z 文光堂

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 23 , 124-125

【著　　者】 山川良治
編集 :樋田哲夫、江口秀一郎

【タイトル】 緑内障手術での強膜フラップの扱い方

【書名・発行所】眼科診療のコツと落とし穴 1 手術ー前眼部
株式会社 中山書店

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 164

【著　　者】 山川良治
編集 :樋田哲夫、江口秀一郎

【タイトル】 極小切開白内障・緑内障同時手術

【書名・発行所】眼科診療のコツと落とし穴 1 手術ー前眼部
株式会社 中山書店

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 196-197

【著　　者】 田口千香子
編者 :安元慎一郎

【タイトル】 梅毒性ぶどう膜炎

【書名・発行所】 STD性感染症アトラス、
株式会社 秀潤社

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 52

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 児玉良太郎、照屋健一、新井三樹、山川良治

【論　　題】 片眼の錐体機能異常を呈した acute zonal occult outer retinopathy様症例

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 62 , 1989-1993
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【著　　者】 児玉良太郎、照屋健一、新井三樹、山川良治

【論　　題】 片眼の錐体機能異常を呈した acute zonal occult outer retinopathy様症例

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 62 , 1989-1993

【著　　者】 吉村浩一

【論　　題】 黄斑浮腫の治療

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 71 , 309-313

【著　　者】 浦野哲

【論　　題】 ドレープ付き開瞼器の開発

【雑 誌 名】 IOL&RS

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 22 , 510-512

【著　　者】 大野克彦、中村宗平、吉村浩一、山川良治

【論　　題】 強膜内陥術後にみられた一過性ガス白内障の 1例

【雑 誌 名】 眼科臨床紀要

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 1 , 976-978

【著　　者】 石井美奈、田口千香子、浦野哲、河原澄枝、疋田直文、山川良治

【論　　題】 久留米大学眼科における 12年間の Behçet病の検討

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 62 , 1683-1686

【著　　者】 大野克彦、鶴秀敏、照屋健一、米澤博文、中村宗平、吉村浩一、山川良治

【論　　題】 網膜中心静脈閉塞症に対する放射状視神経切開術の長期手術成績

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 62 , 1461-1465

【著　　者】 劉百良、木村徹、木村亘、一色佳彦

【論　　題】 発症より 10余年経過を観察した血管圧迫性視神経症の 1例

【雑 誌 名】 眼科臨床紀要

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 1 , 515-520
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【著　　者】 越山 健、古川真理子、熊谷和之、荻野誠周

【論　　題】 網膜静脈分枝閉塞症に併発する黄斑浮腫に対する組織プラスミノゲン活性化因子
の硝子体内投与

【雑 誌 名】 臨床眼科

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 62 , 685-689

【著　　者】 大野克彦 中村宗平 末田 順 吉村浩一 山川良治

【論　　題】 アトピー性皮膚炎に合併した翻転網膜を有する網膜剥離に対して眼内視鏡を用い
た硝子体手術が有用であった 1症例

【雑 誌 名】 眼科手術

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 21 , 261-264

【著　　者】 Hamada N, Gotoh K, Hara K, Iwahashi J, Imamura Y, Nakamura S, Taguchi C, Sugita
M, Yamakawa R, Etoh Y, Sera N, Ishibashi T, Chijiwa K, Watanabe H.

【論　　題】 Nosocomial outbreak of epidemic keratoconjunctivitis accompanying environmental
contamination with adenoviruses

【雑 誌 名】 Journal of Hospital Infection

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 68 , 262-268
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38.産婦人科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 嘉村 敏治、牛嶋 公生 編者 :倉智 博久・吉村 泰典

【タイトル】 卵巣腫瘍

【書名・発行所】産婦人科学テキスト、中外医学社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 216-229

【著　　者】 秋田弘俊 ,石岡千加史 ,後信 ,岡部貞夫 ,加藤淳二 ,嘉村敏治 ,北川透 ,久保田哲朗
,小松嘉人 ,斎藤聡 ,坂田優 ,佐々木常雄 ,島田安博 ,曽根三郎 ,竹内正弘 ,田原秀
晃 ,鶴尾隆 ,鳥本悦宏 ,早渕尚文 ,平田公一 ,藤原康弘 ,前原喜彦 ,向山雄人 ,吉岡
孝志 ,和田則仁 ,宇野一

【タイトル】 臨床試験実施ガイドライン 第 III相試験を中心として日本癌治療学会 臨床試験委
員会 /編 {第 2版 }

【書名・発行所】金原出版

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1-52

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 藤本剛史 嘉村敏治

【論　　題】 腟奇形の手術

【雑 誌 名】 産婦人科手術

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 27-31

【著　　者】 山口 知彦、河原 明彦、湊 宏、大田 俊一郎、藤吉 啓造、牛嶋 公生、嘉村 敏治、
鹿毛 政義

【論　　題】 子宮頸部神経内分泌腫瘍の細胞学的検討ー子宮頸部非角化型扁平上皮癌および腺
癌との比較も交えてー

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47 , 86-94

【著　　者】 牛嶋公生 ,和氣徳夫 ,小林裕明 ,蜂須賀徹 ,土岐尚之 ,増崎英明 ,小寺宏平 ,瓦林達
比古 ,江本精
,嘉村敏治

【論　　題】 婦人科癌化学療法時の悪心・嘔吐に対するインジセトロン塩酸塩の有効性および
安全性

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 35 , 1169-1173
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【著　　者】 Onda T, Matsumoto K, Shibata T, Sato A,Fukuda H,  Konishi I, Kamura T,Yoshikawa
H

【論　　題】 Phase III trial upfront debulking versus neoadjuvant chemotheapy for stage III/IV
ovaian, tubal and pertioneal cancers: Japan clinical oncology group study JCOG0602

【雑 誌 名】 Jpn J Oncol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 38 , 74-77

【著　　者】 Ota S, Ushijima K, Nishio S, Takemoto S, Fujiyoshi N, Fukui A, Terada A,Kamura T

【論　　題】 Polypoid endocervical adenomyoma of the uterus : A case report with MR imaging
pathological analyses

【雑 誌 名】 Radiograpy

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 162-165

【著　　者】 Nishio S, Ushjima K, Tsuda N, Takemoto S, Kawano K,Yamaguchi T, Nishida N,
Kakuma T,Tsuda H, Kasamatsu T, Sasajima Y,Kage M, kuwano M, Kamura T

【論　　題】 Cap43/NDRG1/Drg-1 is a molecular target for angiogenesis and a prognostic indicator
in cervical adenocarcinoma

【雑 誌 名】 Cancer Lett

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 264 , 36-43

【著　　者】 Katsumata N,Fujiwara Y,Kamura T,Nakanishi T,Hatae M,Aoki D,Tanaka K,Tsuda
H,Kamiura S,Takehara K,Sugiyama T,Kigawa J,Fujiwara K,Ochiai K,Ishida R,Inagaki
M,Noda K

【論　　題】 Phase II clinical trial of pegylated liposomal doxorubicin (JNS002) in Japanese
patients with  mllerian carcinoma   (epithelial ovarian carcinoma, primary carcinoma
of fallopian tube, peritoneal carcinoma) having a therapeutic history of platinum -
based chemotherapy : a phase II study of the Japanese gynecologic oncology group.

【雑 誌 名】 Jpn J Clin Oncol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 38 , 777-785

「その他」

【著　　者】 大田 俊一郎、牛嶋 公生、嘉村 敏治

【論　　題】 卵巣癌における二次的な腫瘍摘出の適応は ?

【雑 誌 名】 臨床婦人科産科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 62 , 630-635
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【著　　者】 竹本 由美、藤吉 啓造、竹本 周二、河野 光一郎、大田 俊一郎、村上 文洋、駒井
幹、牛嶋 公生、嘉村 敏治

【論　　題】 子宮内膜癌のMRIによる体部筋層浸潤および頸部浸潤の診断精度に関する検討

【雑 誌 名】 産婦人科の実際

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 57 , 859-865

【著　　者】 牛嶋 公生、和氣 徳夫、小林 裕明、蜂須賀 徹、土岐 尚之、増崎 英明、小寺 宏平、
瓦林 達比古、江本 精、嘉村 敏治

【論　　題】 婦人科癌化学療法時の悪心・嘔吐に対するインジセトロン塩酸塩の有効性および
安全性

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 35 , 1169-1173

【著　　者】 西尾真 ,牛嶋公生 ,嘉村敏治

【論　　題】 妊孕性温存治療の適応と実際

【雑 誌 名】 臨床腫瘍プラクティス ,

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 4 , 328 - 331
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39.泌尿器科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 松岡 啓

【タイトル】 尿道狭窄

【書名・発行所】今日の治療指針  医学書院

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 50 , 849

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 野口正典、角間辰之、冨安克郎、名切 信、山田 亮、伊東恭悟、小西史子、中嶋裕
也、隈本正一郎、清水邦義、近藤隆一郎、松岡 啓

【論　　題】 レイシエキス含有食品の下部尿路排尿障害を有する中高年男性に対する過剰摂取
時の安全性試験

【雑 誌 名】 応用薬理

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 75 , 13-17

【著　　者】 野口正典、末金茂高、守屋普久子、松岡啓、内藤雅康、伊東恭悟

【論　　題】 癌特異的免疫療法を基盤としたホルモン不応性再燃前立腺癌に対する集学的
治療

【雑 誌 名】 西日本泌尿器科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 70 , 230-235

【著　　者】 末金茂高、松尾光哲、宮原 司、豊澤徳行、桃園幸介、吉井慎一、江口善朗、松岡
啓

【論　　題】 Jpn J Endourol ESWL

【雑 誌 名】 細径尿管鏡を使用した尿道狭窄治療

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 , 90-94

【著　　者】 宮島次郎、林 篤正、斎藤孝二郎、松岡 啓、飯田 如

【論　　題】 ラット結石形成モデルにおける性ホルモンと結石形成因子についての検討

【雑 誌 名】 西日泌尿

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 70 , 408-415

39.泌尿器科学

- 126 -



【著　　者】 野口正典、冨安克郎、名切 信、松岡 啓、角間辰之、小西史子、隈本正一郎、清水
邦義、近藤隆一郎

【論　　題】 霊芝中の生理活性物質を利用した中高年男性の下部尿路排尿障害に対する特定保
険用食品の開発

【雑 誌 名】 西日泌尿

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 70 , 466-472

【著　　者】 Mohamed ER, Naito M, Terasaki Y, Niu Y, Gohara S, Komatsu N, Shichijo S, Itoh K,
Noguchi M

【論　　題】 Capability of SART3109-118 peptide to induce cytotoxic T-lymphocytes from prostate
cancer patients with HLA class � -A11, -A31, and -A33 alleles.

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 34 , 529-536

【著　　者】 Naito N, Yoshihiro K, Ishihara Y, Noguchi M, Yamashita Y, Shirakusa T, Yamada A,
Itoh K,  Harada M

【論　　題】 Identification of Lck-derived peptides applicable to anti-cancer vaccine for patients
with human leukocyte antigen-A3 supertype alleles

【雑 誌 名】 Br J Cancer

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Yamada A, Itoh K, Konishi F, Kumamoto S,
Shimizu K, Kondo R, Matsuoka K

【論　　題】 Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganlderma lucidum in men with
lower urinary tract symptoms

【雑 誌 名】 Assian J Androl

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 777-785

【著　　者】 Masanori Noguchi, Tatsuyuki Kakuma, Shigetaka Suekane, Osamu Nakashima, Elnisr
Rashed Mohamed and Kei Matsuoka

【論　　題】 A randomized clinical trial of suspension technique for improving early recovery of
urinary continence after radical retropubic prostatectomy

【雑 誌 名】 BJU international

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 102 , 958-963

【著　　者】 Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Kurita Y, Kukihara H, Konishi F, Kumamoto S,
Shimizu K, Kondo R, Matsuoka K

【論　　題】 Effect of an extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms:
a double-blind, placebo-controlled randomized and dose-ranging study.

【雑 誌 名】 Asian J Androl

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 651-658
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【著　　者】 Naito M, Itoh K, Komatsu N, Yamashita Y, Shirakusa T, Yamada A, Moriya F,
Ayatsuka H, Mohamed ES, Matsuoka K, Noguchi M

【論　　題】 Dexamethasone did not suppress immune boosting by personalized peptide
vaccination for advanced prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 68 , 1753-1762

「その他」

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 泌尿器科疾患に対する Ho: YAGレーザーの応用

【雑 誌 名】 臨床泌尿器科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 62 , 113-119

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 -女性の尿失禁と治療 - 過活動膀胱

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 85 , 44-48

【著　　者】 松岡 啓

【論　　題】 前立腺肥大症に対する新しい手術 HoLEP/HoLAP、術前・術後のケアはどう変わ
る ?

【雑 誌 名】 泌尿器ケア

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 13 , 663-668

【著　　者】 Matsuoka K

【論　　題】 Safety guidelines for lithotripsy procedures using lasers in the field of Urology.

【雑 誌 名】 Laser Therapy

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 217-218

【著　　者】 Matsuoka K

【論　　題】 Safety guidelines for the usage or lasers in the field of Urology.

【雑 誌 名】 Laser Therapy

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 155-158
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40.耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 中島  格

【タイトル】 局所免疫と増殖動態からみた喉頭がんの治療

【書名・発行所】第 109回日本耳鼻咽喉科学会総会宿題報告モノグラフ

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 1-223

【著　　者】 中島  格
森山 寛 ,岸本誠司 ,小林俊光 ,川内秀之編集

【タイトル】 鼻腔癌 (嗅神経芽細胞腫を含む )

【書名・発行所】今日の耳鼻咽喉科頭頸部外科治療指針、医学書院

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 435

【著　　者】 中島  格

【タイトル】 喉頭がん

【書名・発行所】家庭の医学 (第 6版 )、保健同人社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 900-901

【著　　者】 中島  格

【タイトル】 喉頭の病気

【書名・発行所】家庭の医学 (第 6版 )、保健同人社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1417-1421

【著　　者】 梅野 博仁
森山 寛 ,岸本誠司 ,小林俊光 ,川内秀之編集

【タイトル】 咽喉頭異常感症

【書名・発行所】今日の耳鼻咽喉科頭頸部外科治療指針、医学書院

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 359-360

【著　　者】 Hirohito Umeno, Hideki Chijiwa, Kikuo Sakamto, Tadashi Nakashima
Harabumi Kato, Naoyuki Kohno, Masahiro Tsuboi, Tatsuo Ohira, Akihiro Shiotani
Eds.

【タイトル】 Organ preservation by trans-oral carbondioxide laser surgery for selected
hypopharyngeal carcinomas

【書名・発行所】 The Proceedings of 15th World Congreses for Bronchology (WCB) and 15th World
Congress for Bronchoesophagology (WCBE),
MEDIMOND S.r.l.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 173-177
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【著　　者】 Hiromasa Fujita, Toshiaki Tanaka, Yuichi Tanaka, Satoru Matono, Tatsuji Tsubuku,
Kazuo Shirouzu, Hirohito Umeno, Hideki Chijiwa, Yojiro Inoue
Harabumi Kato, Naoyuki Kohno, Masahiro Tsuboi, Tatsuo Ohira, Akihiro Shiotani
Eds.

【タイトル】 Surgery for cancer in the cervical esophagus or at the cervicothoracic junction using
free jejunal graft: Cervical esohagectomy with or without laryngectomy

【書名・発行所】 The Proceedings of 15th World Congreses for Bronchology (WCB) and 15th World
Congress for Bronchoesophagology (WCBE),
MEDIMOND S.r.l.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 193-197

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 梅野 博仁 ,千々和秀記 ,坂本 菊男 ,中島  格

【論　　題】 下咽頭癌喉頭温存手術における CO2レーザーの有用性

【雑 誌 名】 日気食会報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 105-111

【著　　者】 千々和秀記 ,坂本 菊男 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 副咽頭間隙腫瘍の臨床的検討

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 101 , 383-386

【著　　者】 梅野 博仁

【論　　題】 声帯嚢胞手術

【雑 誌 名】 耳喉頭頸

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 80 , 113-121

【著　　者】 津田 祥夫 ,坂本 菊男 ,千々和秀記 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 当科における声門下癌の治療成績

【雑 誌 名】 喉頭

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 201 , 24-28

【著　　者】 梅野 博仁

【論　　題】 喉頭乳頭腫と気管・気管支病変

【雑 誌 名】 JOHNS

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 24 , 1066-1070
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【著　　者】 千々和秀記 ,進 武一郎 ,坂本 菊男 ,梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 下咽頭癌に対する術前化学療法の有用性

【雑 誌 名】 日気食会報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 395-400

【著　　者】 梅野 博仁 ,千年 俊一 ,佐藤 公則 ,白水 英貴 ,中島  格

【論　　題】 一側声帯麻痺に対する外科手術の適応
-声帯内脂肪注入術の現状と展望

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 320-326

【著　　者】 千々和秀記 ,進武一郎 ,坂本菊男 ,梅野博仁 ,中島 格

【論　　題】 前頭部・顔面皮膚悪性腫瘍リンパ節転移に対する郭清範囲についての臨床的検討

【雑 誌 名】 日本耳鼻咽喉科学会会報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 110 , 103-106

【著　　者】 津田 祥夫 ,梅野 博仁 ,千年 俊一 ,中島  格

【論　　題】 気管端々吻合術を施行した喉頭・気管乳頭腫症例

【雑 誌 名】 日気食会報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 59 , 42-47

【著　　者】 伊豆丸慎介 ,梅野 博仁 ,千々和秀記 ,坂本 菊男 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 声門上癌の浸潤形式と切除範囲

【雑 誌 名】 喉頭

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 201 , 62-66

【著　　者】 藤田博正 ,末吉 晋 ,田中寿明 ,森 直樹 ,千々和秀記 ,梅野博仁

【論　　題】 頸部食道癌の標準的リンパ節郭清術

【雑 誌 名】 手術

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 61 , 259-264

【著　　者】 前田明輝 ,千々和秀記 ,坂本菊男 ,宮嶋義巳 ,梅野博仁 ,中島 格

【論　　題】 上顎洞扁平上皮癌
-頸部リンパ節転移についての臨床的検討 -

【雑 誌 名】 日本耳鼻咽喉科学会会報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 111 , 486-489
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【著　　者】 松田洋一 ,栗田知幸 ,上田祥久 ,伊藤信輔 ,中島 格

【論　　題】 中耳真珠腫に対する鼓室形成術Ⅳ型の検討

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 101 , 425-430

【著　　者】 菊池 淳 ,伊豆丸慎介 ,坂本菊男 ,佐藤公則 ,中島 格

【論　　題】 形態診断による成人の睡眠時呼吸障害に対する治療選択

【雑 誌 名】 口咽科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 20 , 311-325

【著　　者】 千年俊一 ,坂本菊男 ,津田祥夫 ,中島 格

【論　　題】 経上顎洞法で摘出した翼口蓋窩三叉神経鞘腫

【雑 誌 名】 耳喉頭頸

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 80 , 196-198

【著　　者】 松田洋一 ,坂本菊男 ,中島 格

【論　　題】 上顎癌

【雑 誌 名】 MB ENT

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 90 , 38-46

【著　　者】 松田 洋一 ,栗田 知幸 , 上田 祥久 ,伊藤 信輔 , 中島  格

【論　　題】 コレステリン肉芽腫に対する手術症例の検討 -術前所見と経過との関連 -

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 101 , 917-924

【著　　者】 松田 洋一 ,栗田 知幸 , 上田 祥久 ,伊藤 信輔 , 中島  格

【論　　題】 中耳真珠腫に対する鼓室形成術Ⅳ型の検討 -聴力成績を中心に -

【雑 誌 名】 耳鼻臨床

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 101 , 425-430

【著　　者】 前田 明輝 ,千々和秀記 , 坂本 菊男 ,宮嶋 義巳 , 梅野 博仁 ,中島  格

【論　　題】 上顎洞扁平上皮癌
-頸部リンパ節転移についての臨床的検討 -

【雑 誌 名】 日耳鼻

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 111 , 86-489
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【著　　者】 前田 明輝 ,渡邉 雅之 ,  山内 俊彦 ,中島  格

【論　　題】 縦隔気管孔形成手術症例の検討

【雑 誌 名】 頭頸部癌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 34 , 440-443

【著　　者】 梅野 博仁 ,千年 俊一 ,  佐藤 公則 ,白水 英貴 ,  中島  格

【論　　題】 一側声帯麻痺に対する外科手術の適応
-声帯内脂肪注入術の現状と展望 -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 320-326

【著　　者】 菊池  淳 ,伊豆丸慎介 ,坂本 菊男 ,佐藤 公則 ,中島  格

【論　　題】 形態診断による成人の睡眠時呼吸障害に対する治療選択

【雑 誌 名】 口咽科

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 201 , 311-325

【著　　者】 Chitose S, Umeno H, Hamakawa S, Nakashima T, Shoji H

【論　　題】 Unilateral associated laryngeal paralysis due to varicella-zoster virus: virus antibody
testing and videofluoroscopic findings

【雑 誌 名】 J Laryngol Otol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 122 , 170-176

【著　　者】 Sato K, Nakashima T, Nonaka S, Harabuchi Y

【論　　題】 Histopathologic investigations of the unphonated human vocal fold mucosa

【雑 誌 名】 Acta Oto-Laryngologica

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 128 , 694-701

【著　　者】 Umeno H, Chitose S, Sato K, Nakashima T

【論　　題】 Efficacy of Additional Injection Laryngoplasty After Framework Surgery

【雑 誌 名】 Annals of Otology, Rhinology & Laryngology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 117 , 5-10

【著　　者】 Kiminori Sato, Hidetaka Shirouzu, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Irradiated macula flava in the human vocal fold mucosa

【雑 誌 名】 Am J Otol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 29 , 312-318
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【著　　者】 Kiminori Sato, Yoshimi Miyajima, Shinsuke Izumaru, Tadashi Nakashima

【論　　題】 Cultured Stellate Cells in Human Vocal Fold Mucosa

【雑 誌 名】 J Larynol Otol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 122 , 1339-1342
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41.麻酔学

「単行本 /著書」

【著　　者】 上田直行 , 加納龍彦
武田純三 , 森田茂穂編集

【タイトル】 神経筋疾患患者の麻酔

【書名・発行所】麻酔実践テキスト
南江堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 p.319-p.321

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 一樂由貴 , 河野靖生 , 渡邉誠之 , 加納龍彦

【論　　題】 二腔気管チューブ挿入時に気管支分岐異常がみつかった 1例

【雑 誌 名】 臨床麻酔

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】  32  , 1421-1422

【著　　者】 澤田麻衣子 , 河野靖生 , 新山修平 , 渡邉誠之 , 加納龍彦

【論　　題】 術前検査で深部静脈血栓症が認められた 3症例

【雑 誌 名】 Therapeutic Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 29 , 657-658

【著　　者】 山本洋介 , 山田信一 , 大石羊子 , 佐野智美 , 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 帯状疱疹の治療として , SGB, 硬膜外ブロック施術後 , 長期にわたって喘息発作が
抑制された 2症例

【雑 誌 名】 ペインクリニック

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 29 , 511-514

【著　　者】 木村 妙 , 上田伸英 , 河野靖生 , 新山修平 , 渡邉誠之 , 加納龍彦

【論　　題】 骨盤骨折骨接合術中に発症した重症肺塞栓症の 1症例

【雑 誌 名】 日本集中治療医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 327-330

【著　　者】 亀山貴倫子 , 藤井智津 , 白本 幸 , 寺崎伸一郎 , 山手貴義 , 村上秀孝 , 楠川仁悟 , 加納
龍彦

【論　　題】 歯科治療後に右上腕に一過性の知覚 , 運動障害を生じた一例

【雑 誌 名】 日本歯科麻酔学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36 , 47-48

41.麻酔学
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「その他」

【著　　者】 福重哲志 , 加納龍彦

【論　　題】 外来がん化学療法中の疼痛管理

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 85 , 400-404

41.麻酔学
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42.救急医学

「単行本 /著書」

【著　　者】 坂本照夫

【タイトル】 高速道路上着陸の要点

【書名・発行所】改訂版 ドクターヘリコプター講習会テキスト、東京デザイン出版

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 95-98

【著　　者】 著者 ;坂本照夫
編者 ;岡元和文

【タイトル】 肝・脾損傷の治療指針

【書名・発行所】救急・集中治療ガイドライン -最新の診療指針 -

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 79-80

【著　　者】 最所純平

【タイトル】 減圧切開法

【書名・発行所】今日の治療指針 2008、医学書院

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 98-99

【著　　者】 山下典雄

【タイトル】 酸・アルカリ中毒

【書名・発行所】今日の治療指針 2008、医学書院

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 119-120

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 鍋田雅和、神代由紀、高須 修、中村篤雄、冬田修平、高宮友美、森田敏夫、菊間
幹太、宇津秀晃、高松学文、山下典雄、前田 彰、坂本照夫

【論　　題】 診断と治療に難渋した後天性血栓性血小板減少性紫斑病の 1例

【雑 誌 名】 バイオメディカル

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 18 , 55-60

【著　　者】 山香 修、坂本照夫、菊間幹太、山下典雄、高松学文、吉無田太郎、神代由紀、宇
津秀晃、高宮友美、冬田修平

【論　　題】 体外式人工呼吸 biphasic cuirass ventilationの併用が有用であった重症呼吸不全の
1症例

【雑 誌 名】 日本臨床救急医学会雑誌

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 11 , 449-453

42.救急医学
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「その他」

【著　　者】 山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 SSCGにおける輸液療法

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 227 , 881-886

【著　　者】 前田 彰、坂本照夫

【論　　題】 横紋筋融解症 /クラッシュシンドロームに対する血液浄化法の知識と実践

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 32 , 1675-1678

【著　　者】 前田 彰、坂本照夫

【論　　題】 悪心、嘔吐

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 32 , 528-530

【著　　者】 前田 彰、山下典雄、坂本照夫

【論　　題】 褐色細胞腫のクリーゼ

【雑 誌 名】 救急医学

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 32 , 476-478

【著　　者】 佐藤 孝、舘道芳徳、高須 修、鹿毛政義

【論　　題】 脾臓の生理機能と病理 -血行動態も含めて -

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 56 , 331-338

【著　　者】 高松学文、坂本照夫、菊間幹太、宇津秀晃、中村篤雄、冬田修平、高宮友美、山
下典雄、高須 修、吉無田太郎、山香 修

【論　　題】 当施設における急性血液浄化の現状と課題

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 32 , s44-s46

【著　　者】 山香 修、坂本照夫、山下典雄、高須 修、高松学文、宇津秀晃、神代由紀、菊間幹
太、高宮友美、冬田修平

【論　　題】 持続血液浄化装置の血液ポンプ構造による静電気ノイズ発生の違いについて

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 32 , s195-s198

42.救急医学
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【著　　者】 高松学文、坂本照夫、菊間幹太、宇津秀晃、中村篤雄、冬田修平、高宮友美、山
下典雄、高須 修、吉無田太郎、山香 修

【論　　題】 当施設における急性血液浄化の現状と課題

【雑 誌 名】 ICUと CCU

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 32 , s44-s46

42.救急医学

- 139 -



43.形成外科・顎顔面外科学

「単行本 /著書」

【著　　者】 清川兼輔 . 編集 秦 維郎、野崎幹弘

【タイトル】 III. 腫瘍切除後の再建術 A.頭頚部 .

【書名・発行所】「標準形成外科学 第 5版」医学書院

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 276-279

【著　　者】 清川兼輔、守永圭吾 . 監修 波利井清紀、編集 平林慎一

【タイトル】 III. 外傷 13. 前頭骨ー前頭蓋底骨折 .

【書名・発行所】「頭蓋顎顔面外科 :最近の進歩 第 2版」克誠堂出版

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 238-243

【著　　者】 清川兼輔、渡部功一 . 編者 高戸 毅、他

【タイトル】 24.口腔の再建治療 24.3下顎の再建 .

【書名・発行所】「口と歯の事典」朝倉書店

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 382-387

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 三谷浩樹、垣淵正男、浅野隆之、桜井裕之、栗田智之、井上要二郎 .

【論　　題】 下咽頭癌における化学放射線療法後の救済手術合併症 -咽喉頭食道摘出空腸置換
術について -.

【雑 誌 名】 頭頸部癌 .

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 34 , 488-492

【著　　者】 西田 真、清川兼輔、河野惠美、力丸英明、坂本有孝 .

【論　　題】 大胸筋皮弁を尾側へスライドさせる胸壁欠損の新しい再建法 .

【雑 誌 名】 日本形成外科学会会誌 .

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 28 , 353-358

【著　　者】 Rikimaru H, Kiyokawa K, Koga N, Takahashi N, Morinaga K, Ino K.

【論　　題】 A New Modified Forked Flap With Subcutaneous Pedicles for Adult Cases of Bilateral
Cleft Lip Nasal Deformity: From Normalization to Aesthetic Improvement.

【雑 誌 名】 J. Craniofac. Surg.

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 19 , 1374-1380
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【著　　者】 Morihisa Y, Inoue Y, Kiyokawa K, Nishi Y, Fujita H, Sueyoshi S.

【論　　題】 Objective Assessment of the Efficacy of Supermicrosurgical Lymphaticovenous
Anastomosis and Microsurgical Lymphaticovenous Implantation in a Case of Axillary
Lymphorrhea.

【雑 誌 名】 J. Reconstr. Microsurg.

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 24 , 29-32

「その他」

【著　　者】 藤田博正、田中寿明、津福達二、白水和雄、井上要二郎 .

【論　　題】 30周年記念特集「手術の王道 Iー 消化管の手術」食道再建術 .

【雑 誌 名】 消化器外科 .

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 31 , 1743-1750

【著　　者】 清川兼輔、春日 麗 .

【論　　題】 「外科系医師のための『創傷外科』update」II. 創傷外科各論 2. 慢性創傷 4)褥瘡 b)
褥瘡の重症度分類と創面評価 .

【雑 誌 名】 形成外科 .

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 51 , S162-S168

【著　　者】 井上要二郎 .

【論　　題】 特集「四肢のリンパ浮腫の治療」 リンパ管細静脈吻合術後の客観的評価の問題点
と工夫 .

【雑 誌 名】 PEPARS.

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 71-79

【著　　者】 清川兼輔、高木美香子 .

【論　　題】 「特集 /口唇周囲の再建術」 交叉口唇弁を中心とした局所皮弁による口唇全層欠損
の再建術 .

【雑 誌 名】 形成外科 .

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 51 , 627-633

【著　　者】 清川兼輔、西田 真 .

【論　　題】 私の診療経験から -創傷治癒の基本と、消毒・処置・縫合法、そして新しい治療
法 .

【雑 誌 名】 臨床と研究 .

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 85 , 285-292
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【著　　者】 清川兼輔、王 宝禮 .

【論　　題】 再生医療における医科と歯科の接点 .

【雑 誌 名】 歯界展望 .

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 111 , 332-337

【著　　者】 Fujita H, Tanaka T, Tanaka Y, Matono S, Tsubuku T, Shirouzu K, Umeno H, Chijiwa
H, Nakashima T, Inoue Y.

【論　　題】 Surgery for Cancer in the Cervical Esophagus or at the Cervicothoracic Junction Using
Free Jejunal Graft: Cervical Esophagectomy with or without Laryngectomy.

【雑 誌 名】 15th World Congress for Bronchology (WCB) and 15th World Congress for
Bronchoesophagology (WCBE)

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 193-197
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44.消化器疾患情報

「単行本 /著書」

【著　　者】 長尾由実子 (編者 )、佐田通夫 (編者 )

【タイトル】 C型肝炎患者が専門医に聞く 88の質問

【書名・発行所】株式会社 新興医学出版社

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 132

【著　　者】 佐田 通夫 ,松崎靖司 Eds.,宜保行雄 Eds

【タイトル】 Q8 シカやイノシシの生肉を食べると肝炎になるという記事を読みました。好物な
のですが肝炎にかからぬようにワクチンを打っていただけますか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える  慢性肝疾患診療 南山堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 26-27

【著　　者】 佐田通夫

【タイトル】 Q57 ウイルス性肝炎のワクチンはないのですか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える  慢性肝疾患診療 南山堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 186-187

【著　　者】 佐田通夫

【タイトル】 Q56 海外旅行に行くのですが、ウイルス性肝炎の予防接種は必要ですか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える  慢性肝疾患診療 南山堂

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 183-185

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【タイトル】 Q6 最近口内炎がよく出来ます。肝臓が悪いことと関係があるのでしょうか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療 改訂 2版

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 19-21

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【タイトル】 Q55 キャリアの血液に触れたのですが、どのように対処したらよいでしょうか ?

【書名・発行所】患者さんの質問に答える慢性肝疾患診療 改訂 2版

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 188-190
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「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 川口 巧 ,佐田 通夫

【論　　題】 急性肝炎の治療

【雑 誌 名】 からだの化学

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 258 , 107-109

【著　　者】 長尾由実子、佐田通夫

【論　　題】 日常診療に必要なウイルス肝炎の知識と対策 A型肝炎の現況と予防

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 85 , 964-968

【著　　者】 長尾由実子、川口 巧、井出達也、佐田通夫

【論　　題】 HCVあるいは HBV感染者における歯科治療時の自己申告調査

【雑 誌 名】 感染症誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 82 , 213-216

【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Mutou M, Ibi R, Shiraishi S, Okada T, Uchida Y,
Otsuka M, Tonan T, Fujimoto K, Oriishi T, Tanaka S, Takakura M, Sata M.

【論　　題】 Supplement improves nutrition and stresses caused by examination-associated fasting
in patients with liver cirrhosis.

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 38 , 1178-85

【著　　者】 Nagao Y, Kawakami Y, Yoshiyama T, Sata M.

【論　　題】 Analysis of factors interfering with the acceptance of  interferon therapy by
HCV-infected patients.

【雑 誌 名】 Med Sci Monit

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 14 , 45-52

【著　　者】 Maeyama M, Koga H, Selvendiran K, Yanagimoto C, Hanada S, Taniguchi E,
Kawaguchi T, Harada M, Ueno T, Sata M.

【論　　題】 Switching in discoid domain receptor expressions in SLUG-induced
epithelial-mesenchymal transition.

【雑 誌 名】 Cancer

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 15 , 2823-2831
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【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Ibi R, Okada T, Mutou M, Shiraishi S, Uchida Y,
Otsuka M, Umeki Y, Oriishi T, Hayabuchi H, Tanaka S, Takakura M, Sata M.

【論　　題】 Body cell mass is a useful parameter for assessing malnutrition and severity of disease
in non-ascitic cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma or esophageal varices.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 22 , 589-94

【著　　者】 Nagao Y, Hiromatsu T, Nakashima T, Sata M.

【論　　題】 Graves' ophthalmopathy and tongue cancer complicated by peg-interferon α -2b and
ribavirin therapy for chronic hepatitis C: A case report and review of the literature

【雑 誌 名】 Molecular Medicine Reports

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 1 , 625-631

【著　　者】 Kawaguchi T, Sumie S, Itou M, Taniguchi E, Matoba T, Sata M.

【論　　題】 Clinical Benefits and Cost-Effectiveness of 17-Year Treatment with Low-Dose
Interferon-alpha 2b in a Patient with Chronic Hepatitis C: A Case Report.

【雑 誌 名】 Dig Dis Sci.

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】

【著　　者】 Kawaguchi T, Nagao Y, Matsuoka H, Ide T, Sata M.

【論　　題】 Branched-chain amino acid-enriched supplementation improves insulin resistance in
patients with chronic liver disease.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 22 , 105-112

【著　　者】 Nagao Y, Matsuoka H, Kawaguchi T, Ide T, Sata M.

【論　　題】 HBV and HCV infection in Japanese dental care workers.

【雑 誌 名】 Int J Mol Med

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 21 , 791-799

【著　　者】 Nagao Y, Kawasaki K, Sata M.

【論　　題】 Insulin resistance and lichen planus in patients with HCV-infectious liver diseases.

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 23 , 580-585
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【著　　者】 Kumemura H, Harada M, Yanagimoto C, Koga H, Kawaguchi T, Hanada S, Taniguchi
E, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Mutation in keratin 18 induces mitochondrial fragmentation in liver-derived epithelial
cells.

【雑 誌 名】 Biochem Biophys Res Commun.

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 367 , 33-40

【著　　者】 Itou M, Kawaguchi T, Taniguchi E, Sumie S, Oriishi T, Mitsuyama K, Tsuruta O,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Altered expression of glucagon-like peptide-1 and dipeptidyl peptidase IV in patients
with HCV-related glucose intolerance.

【雑 誌 名】 J Gastroenterol Hepatol.

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】
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45.糖尿病性血管合併症病態・治療学

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Inoue H, D Shanthana Lakshmi, Yamasaki M, Yamagishi S

【論　　題】 Removal of pertechnetate ion, 99mTcO4-, from radioactive waste using anion
exchange paper membrane.

【雑 誌 名】 Environment Protect Engineering

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Takenaka K, Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Jinnouchi Y, Yoshida Y, Ueda S,
Katsuki Y, Katsuda Y, Imaizumi T

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) administration inhibits occlusive thrombus
formation in rats: A possible participation of reduced intraplatelet PEDF in thrombosis
of acute coronary syndromes

【雑 誌 名】 Atherosclerosis

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Honda A, Abe R, Makino T, Norisugi O, Fujita Y, Watanabe H, Nishihira J, Iwakura
Y, Yamagishi S, Shimizu H, Shimizu T

【論　　題】 Interleukin-1_ and macrophage migration inhibitory Factor (MIF) in dermal fibroblasts
mediate UVA-induced matrix metalloproteinase-1 expression

【雑 誌 名】 J Dermatol Sci

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

【著　　者】 Inoue H, Yamasaki M, D Shanthana Lakshmi, Kojo T, Yamagishi S

【論　　題】 Effects of supersonic treatment on lactoferrin separation from whey waste using
reversed micellar system.

【雑 誌 名】 Environment Protect Engineering

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

「その他」

【著　　者】 Yamagishi S, Inagaki Y, Nakamura K, Takeuchi M, Imaizumi T

【論　　題】 Pericytes and angiogenesis.

【雑 誌 名】 Progress in angiogenesis research Nova Science, NY

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 in press

45.糖尿病性血管合併症病態・治療学
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46.歯科口腔医療センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 岩本修 ,古賀千尋、倉富慶太郎、津山治己、楠川仁悟

【論　　題】 歯肉および硬口蓋癌 T1,T2症例に対するインドシアニングリーン生体染色の臨床
病理学的検討

【雑 誌 名】 日本口腔腫瘍学会

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 20 , 11-18

【著　　者】 岩本修 ,古賀千尋、楠川仁悟

【論　　題】 頬部リンパ節炎を疑った孤立性神経線維腫の 1例

【雑 誌 名】 日本口腔診断学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 21 , 127-130

【著　　者】 猿渡智子、古賀真、葉純子、境野秀宣、古賀千尋、楠川仁悟

【論　　題】 放射線性顎骨骨髄炎に起因したと疑われた脳膿瘍の 1例

【雑 誌 名】 日本口腔外科学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 54 , 18-22

【著　　者】 鈴木弦、田中法瑞 *1、淡河恵津世 *1、江藤英博 *1、末藤大明 *1、服部睦行 *1、
辻千代子 *1、渡邉祐子 *1、安陪等思 *1、内山雄介 *1、早渕尚文 *1、楠川仁悟
*2、*1久留米大学放射線科、*2久留米大学歯科口腔医療センター

【論　　題】 舌癌に対する Seldinger法を用いた超選択的急速動注併用の放射線治療

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 53 , 917-922

【著　　者】 亀山貴倫子、藤井智津 *、白本幸 *、寺崎伸一郎 **、山手貴義 *、村上秀孝 ***、
楠川仁悟 *、加納龍彦
久留米大学医学部麻酔学教室
*久留米大学医学部歯科口腔医療センター
**社会保険田川病院歯科口腔外科
***久留米大学医学部整形学教室

【論　　題】 歯科治療後に右上腕に一過性の知覚、運動障害を生じた 1例

【雑 誌 名】 日本歯科麻酔学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36 , 47-48

46.歯科口腔医療センター
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47.医療センター :循環器科

「その他」

【著　　者】 加藤宏司、池田久雄 .

【論　　題】 呼吸困難からみた呼吸器・循環器疾患 :呼吸器 /循環器疾患の合併の頻度と機序 .

【雑 誌 名】 呼吸と循環

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 56 , 41-46

【著　　者】 加藤宏司、池田久雄

【論　　題】 降圧薬

【雑 誌 名】 医学と薬学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 60 , 408-415

【著　　者】 折口秀樹、鄭 忠和、有田 眞、古賀義則、田中宏暁、池田久雄、平松義博 .

【論　　題】 第 1回九州心臓リハビリテーション研究会開催について .

【雑 誌 名】 心臓リハビリテーション

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 13 , 201-203

47.医療センター :循環器科
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48.医療センター :小児科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 二宮誠、伊藤雄平、服部新三郎、宮田純一、阿南茂啓、赤司文広、粟田久多佳、
川波壽、木下勇、津留徳、冨永弘徳、冨増邦夫、豊田俊明、藤本保

【論　　題】 九州学校腎臓病検診マニュアル -学校検尿の広域標準化を目指す取り組み

【雑 誌 名】 日本小児腎臓病学会雑誌

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 21 , 146-156

【著　　者】 Sugimura T, Ito Y, Tananari Y, Ozaki Y, Maeno Y, Yamada T, Kudo Y

【論　　題】 Improved antibody responses in infants less than 1 year old using intradermal
influenza vaccination.

【雑 誌 名】 Vaccine

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 25 , 2700-2705

48.医療センター :小児科
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49.医療センター :放射線科

「単行本 /著書」

【著　　者】 小島和行
編者 :日本頭頚部放射線研究会企画 /編集

【タイトル】 下咽頭・喉頭癌

【書名・発行所】 Head & Neck Radiology Imaging

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 5 , p.3-14

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 小島和行 ,大木詩乃 ,内山大治 ,安陪等思 ,早渕尚文 ,神﨑好彦 ,山本直樹 ,才田義
文
,菊池亮之

【論　　題】 造影MRIのピットフオール 12.頭頸部・眼窩

【雑 誌 名】 INNERVISION

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 23 , p.76-80

49.医療センター :放射線科
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50.医療センター :麻酔科

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 木村 妙 , 上田伸英 , 河野靖生 , 新山修平 , 渡邉誠之 , 加納龍彦

【論　　題】 骨盤骨折骨接合術中に発症した重症肺塞栓症の 1症例

【雑 誌 名】 日本集中治療医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 327-330

50.医療センター :麻酔科
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51.医療センター :臨床検査室

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 山口 倫

【論　　題】 「おさえておきたい組織型」化生癌 . 特集 乳癌 II-組織型診断のコツ -

【雑 誌 名】 病理と臨床

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 26 , 1151-1153

【著　　者】 山口美紀、田中眞紀、福嶋敬愛、篠崎広嗣、白戸一太郎、金子祐子、大塚弘子、
磯辺眞、山口倫、白水
和雄

【論　　題】 当院における妊娠・授乳期乳癌の検討

【雑 誌 名】 久留米医学誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 288-292

【著　　者】 Kanahara M,Kai H,Okamura T,Wada T,Suda K,Imaizumi T,Sagawa K

【論　　題】 Usefulness of high-concentration calcium chloride
solution for correction of activated partial
thromboplastin time (APTT) in patients with
high-hematocrit value

【雑 誌 名】 Thrombosis Research

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 121 , 781‒ 785

【著　　者】 Yamaguchi R, Furusawa H, Nakahara H, Inomata M, Namba K, Tanaka M, Ohkuma
K, Tayama K, Fujii T, Yano, H, Kage M, Kojiro M

【論　　題】 Clinicopathological study of invasive ductal carcinoma with large central acellular
zone: Special reference to magnetic resonance imaging findings

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 58 , 26-30

【著　　者】 Yahara T, Yamaguchi R, Yokoyama G, Yamaguchi M, Nakagawa S, Toh U, Shirouzu
K, Kage M, Fujii T.

【論　　題】 Adenomyoepithelioma of the Breast Diagnosed by a Mammotome Biopsy: Report of a
Case

【雑 誌 名】 Surgery Today

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 38 , 144-146

51.医療センター :臨床検査室
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52.循環器病研究所

「単行本 /著書」

【著　　者】 安川秀雄、大場豊治、馬渡一寿、今泉 勉
編者 :松崎益徳

【タイトル】 第 3章肥大型心筋症 予後

【書名・発行所】「新しい診断と治療の ABC 58.心筋症」最新医学社

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 89-99

【著　　者】 安川秀雄、今泉 勉
編者 :吉川純一、伊藤 浩

【タイトル】 虚血性不全心の病態に迫る 心筋障害に迫る 左室リモデリングと心不全

【書名・発行所】「新・診療プラクティス 12 冠動脈疾患の病態に迫る」文光堂

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 240-245

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 二又誠儀、安川秀雄、今泉 勉

【論　　題】 うっ血性心不全 テーラーメード治療を目指した治療薬の選択と使用法ガイドライ
ン Update.

【雑 誌 名】 Medical Practice

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 25 , 1551-1560

【著　　者】 安川秀雄、大場豊治、馬渡一寿、今泉 勉

【論　　題】 心不全の病態における JAKシグナル制御の役割、-Negative Regulation of JAK
Signaling and Cardiac Injury-

【雑 誌 名】 心臓

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 40 , 176-180

【著　　者】 Torisu T, Nakaya M, Watanabe S, Hashimoto M, Yoshida H, Chinen T, Yoshida R,
Okamoto F, Hanada T, Torisu K, Takaesu G, Kobayashi T, Yasukawa H, Yoshimura
A

【論　　題】 Suppressor of cytokine signaling 1 protects mice against concanavalin A-induced
hepatitis by inhibiting apoptosis.

【雑 誌 名】 Hepatology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 47 , 1644-1654

52.循環器病研究所
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【著　　者】 Tanaka K, Ichiyama K, Hashimoto M, Yoshida H, Takimoto T, Takaesu G, Torisu T,
Hanada T, Yasukawa H, Fukuyama S, Inoue H, Nakanishi Y, Kobayashi T, Yoshimura
A

【論　　題】 Loss of suppressor of cytokine signaling 1 in helper T cells leads to defective Th17
differentiation by enhancing antagonistic effects of IFN-gamma on STAT3 and Smads.

【雑 誌 名】 J Immunol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 180 , 3746-3756

【著　　者】 32.	Chan JY, Takeda M, Briggs LE, Graham ML, Lu JT, Horikoshi N, Weinberg EO,
Aoki H, Sato N, Chien KR, Kasahara H

【論　　題】 Identification of cardiac-specific myosin light chain kinase

【雑 誌 名】 Circ Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 102 , 571-580

【著　　者】 Itoh S, Kim HW, Nakagawa O, Ozumi K, Lessner SM, Aoki H, Akram K, McKinney
RD, Ushio-Fukai M, Fukai T

【論　　題】 Novel Role of Antioxidant-1 (Atox1) as a Copper-dependent Transcription Factor
Involved in Cell Proliferation

【雑 誌 名】 J Biol Chem

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 283 , 9157-9167

【著　　者】 Zhang C, Zhang MX, Shen YH, Burks JK, Li XN, LeMaire SA, Yoshimura K, Aoki
H, Matsuzaki M, An FS, Engler DA, Matsunami RK, Coselli JS, Zhang Y, Wang XL

【論　　題】 Role of NonO-histone interaction in TNFalpha-suppressed prolyl-4-hydroxylase
alpha1

【雑 誌 名】 Biochim Biophys Acta

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 1783 , 1517-1528

「その他」

【著　　者】 安川秀雄、永田隆信、京極幸子、今泉 勉

【論　　題】 心筋症の診断 update-臨床症状 , 身体所見

【雑 誌 名】 Heart View

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 12 , 872-876

【著　　者】 吉村耕一、青木浩樹、松崎益徳

【論　　題】 大動脈瘤に対する薬物療法開発の最前線

【雑 誌 名】 医学のあゆみ

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 226 , 836-842

52.循環器病研究所
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【著　　者】 青木浩樹、吉村耕一、松崎益徳

【論　　題】 大動脈瘤の分子病態と研究の可能性

【雑 誌 名】 実験医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 2649-2655

【著　　者】 吉村耕一、青木浩樹、木村泰三、古谷 彰、濱野公一、松崎益徳

【論　　題】 大動脈瘤に対する薬物療法の up-to-date

【雑 誌 名】 Heart View

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12 , 1332-1337

【著　　者】 青木浩樹 , 吉村耕一 , 松崎益徳

【論　　題】 大動脈瘤のトランスレーショナル・リサーチ

【雑 誌 名】 日本農芸化学会会誌 化学と生物

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 46 , 180-186

52.循環器病研究所
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53.高次脳疾患研究所

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 前田久雄、森田喜一郎、上野雄文

【論　　題】 統合失調症の情動障害と扁桃核

【雑 誌 名】 Clinical Neuroscience

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 447-50

【著　　者】 森田喜一郎、立松康宏、小路純央、川辺千津子、中島洋子、岡本泰弘

【論　　題】 統合失調症者の情動関連探索眼球運動の特性 :視野 (スクリーン )の左右差を含め
て

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 152-8

【著　　者】 兒玉隆之、森田喜一郎、小路純央、土井 亮、川辺千津子

【論　　題】 課題関連 P300成分の発生源について ̶色彩環境の影響̶

【雑 誌 名】 臨床神経生理学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36 , 95-101

【著　　者】 石井洋平、森田喜一郎、小路純央、松岡稔昌、山本 篤

【論　　題】 近赤外線スペクトロスコピーとアイマークを用いた統合失調症者の情動関連血流
変動の特性̶健常者との比較検討̶

【雑 誌 名】 日本臨床神経生理学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36 , 219-325

【著　　者】 早坂友成、中山広宣、後藤純信、吉田 健、森田喜一郎

【論　　題】 統合失調症患者における視覚情報処理機能の特徴 -予期的判断課題時の探索眼球
運動解析 -

【雑 誌 名】 日本臨床神経生理学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 36 , 226-32

【著　　者】 兒玉隆之、森田喜一郎、森 圭一郎、小路純央、内村直尚

【論　　題】 ERPのMicrostate法を用いた LORETA解析 .

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 50 , 610-14
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【著　　者】 川辺千津子、中山広宣、倉富 真、岡本泰弘、森田喜一郎

【論　　題】 作業療法教育課程と観察場面における視覚情報処理機能との関係性 ̶学年間にお
ける探索眼球運動の検討より -

【雑 誌 名】 作業療法

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 27 , 624-32

【著　　者】 津田 彰 ,岡村尚昌 ,堀内 聡 ,田中芳幸 ,津田茂子

【論　　題】 医療における心理学の意義と役割 -健康心理学的視点 -

【雑 誌 名】 ストレス科学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 22 , 1-11

【著　　者】 岡村尚昌 ,津田 彰 ,矢島潤平 ,堀内 聡

【論　　題】 精神神経内分泌免疫学的指標を用いた臨床的研究 :PNEI反応が Anti-agingの客観
的評価として有用か ?

【雑 誌 名】 日本抗加齢医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 4 , 41-44

【著　　者】 矢島潤平 ,岡村尚昌 ,津田 彰 ,堀内 聡

【論　　題】 PNEI指標を用いたストレス研究からアンチエイジングへのアプローチ

【雑 誌 名】 日本抗加齢医学会雑誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 4 , 37-40

【著　　者】 Kondo-T., et al.

【論　　題】 Application of an adenoviral vector encoding soluble transforming growth factor-beta
type II receptor to the treatment of diabetic nephropathy in mice

【雑 誌 名】 Clin Exp Pharmacol Physiol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 35 , 1288-1293
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54.先端癌治療研究センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 犬塚貞孝、角野通弘、上野隆登、熊本正史、佐田通夫

【タイトル】 エスタックイブと柴胡桂枝湯ならびににがり青汁による肝障害を認めたチトク
ローム P450遺伝子多型の一例

【書名・発行所】いわゆる健康食品・サプリメントによる健康被害 症例集、同文書院

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 76-77

【著　　者】 中村 徹、鳥村拓司、福嶋伸良、森田幸彦、坂本雅晴、谷口英太郎、於保和彦、熊
本正史、今村理恵、岡村 孝、上野隆登、佐田通夫

【タイトル】 自己末梢血単核球細胞を用いた非代償性肝硬変症に対する肝臓再生医療の開始 -
基礎研究から臨床研究へ -

【書名・発行所】消化器疾患における Translational Research、アークメディア

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 63-68

【著　　者】 Yamanaka R,   In Harrington KJ, Vile RG, Pandha HS (eds.),

【タイトル】 Alpha Viruses

【書名・発行所】 Viral Therapy of Cancer.  Wiley

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 pp217-228

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 加悦美恵、安陪等思、藤野 浩、森本紀巳子、神代龍吉、犬塚貞孝、上野隆登

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成の現状解析と今後の方向性 - Advanced OSCE
における学生 SPとの対比 -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 71 , 199-207

【著　　者】 Maeyama M, Koga H, Selvendiran K, Yanagimoto C, Hanada S, Taniguchi E,
Kawaguchi T, Harada M, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Switching in discoid domain receptor expressions in SLUG-induced
epithelial-mesenchymal transition

【雑 誌 名】 Cancer

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 113 , 2823-2831
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【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Nakamura K, Matsui T, Imaizumi T, Takeuchi M, Koga H,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Pigment epithelium-derived factor (PEDF) ameliorates advanced glycation end
product (AGE)-induced hepatic insulin resistance in vitro by suppressing Rac-1
activation

【雑 誌 名】 Hormone and Metabolic Research

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 40 , 620-625

【著　　者】 Yoshida T, Yamagishi S, Matsui T, Nakamura K, Ueno T, Takeuchi M, Sata M

【論　　題】 Telmisartan, an angiotensin II type 1 receptor blocker, inhibits advanced glycation
end-product(AGE)-elicited hepatic insulin resistance via peroxisome
proliferator-activated receptor-gamma activation

【雑 誌 名】 J Int Med Res

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 36 , 237-243

【著　　者】 Itou M, Kawaguchi T, Taniguchi E, Sumie S, Oriishi T, Mitsuyama K, Tsuruta O,
Ueno T, Sata M

【論　　題】 Altered expression of glucagon-like peptide-1 and dipeptidyl peptidase IV in patients
with HCV-related glucose intolerance

【雑 誌 名】 Journal of Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 23 , 244-251

【著　　者】 Kumemura H, Harada M, Yanagimoto C, Koga H, Kawaguchi T, Hanada S, Taniguchi
E, Ueno T, Sata M

【論　　題】 Mutation in keratin 18 induces mitochondrial fragmentation in liver-derived epithelial
cells

【雑 誌 名】 Biochemical and Biophysical Research Communications

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 367 , 33-40

【著　　者】 Naito M, Itoh K, Komatsu N, Yamashita Y, Shirakusa T, Yamada A,  Moriya F,
Ayatuka H, Mohamed ER, Matsuoka K, Noguchi M.

【論　　題】 Dexamethasone did not suppress immune boosting by personalized peptide
vaccination for advanced prostate cancer patients.

【雑 誌 名】 Prostate

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 68 , 1753-62

54.先端癌治療研究センター

- 160 -



【著　　者】 Jin M, Komohara H, Shichijo S, Harada M, Yamanaka R, Miyamoto S, Nikawa J, Itoh
K and Yamada A.

【論　　題】 Identification of EphB6 variant-derived epitope peptides recognized by cytotoxic
T-lymphocytes from HLA-A24+ malignant glioma patients.

【雑 誌 名】 Oncol. Rep.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 1277-1283

【著　　者】 Yamanaka R, Morii K, Shinbo Y, Homma J, Sano M, Tsuchiya N, Yajima N,  Tamura
T, Hondoh H, Takahashi H, Kakuma T and Tanaka R

【論　　題】 Results of treatment of 112 cases of primary CNS lymphoma.

【雑 誌 名】 Jpn J Clin Oncol.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 38 , 373-380

【著　　者】 Yamanaka R

【論　　題】 Cellular and peptide based immunotherapeutic approaches for glioma.

【雑 誌 名】 Trends Mol Med.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 14 , 228-235

【著　　者】 Li J, Okamoto H, Yin C,  Takizawa J, Aoki S,  Glsker S, Rushing EJ,  Vortmeyer AO,
Oldfield EH, Yamanaka R,  Zhuang Z

【論　　題】 Proteomic Characterization of Primary CNS Diffuse Large B-cell Lymphomas.

【雑 誌 名】 J Neurosurg.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 109 , 536-46

【著　　者】 Jin M, Komohara H, Shichijo S, Nikawa J, Yamanaka R, Itoh K,Yamada A.

【論　　題】 EphB6 variant-derived peptides with the ability to induce glioma-reactive cytotoxic T
lymphocytes in HLA-A2+ glioma patients.

【雑 誌 名】 Cancer Sci.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 99 , 1656-62

【著　　者】 Noguchi  M, Kakuma T, Tomiyasu K, Yamada A, Itoh K, Konishi F, Kumamoto S,
Shimizu K, Kondo R, Matsuoka K.

【論　　題】 A randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganoderma lucidum in men with
lower urinary tract symptoms.

【雑 誌 名】 Asian J. Androl.

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 10 , 777-85
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「その他」

【著　　者】 上野隆登

【論　　題】 肝線維化におけるサイトカインの関与と治療への応用

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 57 , 277-283

【著　　者】 Yamanaka R

【論　　題】 Cellular and peptide based immunotherapeutic approaches for glioma.

【雑 誌 名】 Trends Mol Med

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】
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55.バイオ統計センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 Kawaguchi, A., Yonemoto K., Tanizaki Y., Kiyohara Y., Yanagawa T. and Truong K.
Y.

【論　　題】 Application of Functional ANOVA Models for Hazard Regression to the Hisayama
Data

【雑 誌 名】 Statistics in Medicine

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 27 , 3515-3527
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56.ＧＣ／ＭＳ施設

「その他」

【著　　者】 猪口隆洋

【論　　題】 マススペクトロメトリーの医学領域での応用 -先天性代謝異常症の化学診断を中
心に -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 71 , 254 - 261
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57.画像診断センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 藤本公則

【タイトル】 MRI検査の役立て方

【書名・発行所】日本医師会雑誌 生涯教育シリーズ 75: 呼吸器疾患診療マニュアル

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 137 , S114-S115

【著　　者】 藤本公則 (単著 ):高橋雅士「編者」

【タイトル】 びまん性肺疾患 -リンパ脈管筋腫症

【書名・発行所】 Common Diseaseをおさえる :胸部画像診断ベスト 65, メジカルビュー社

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 137-141

【著　　者】 藤本公則 (単著 ):高橋雅士「編者」

【タイトル】 びまん性肺疾患 -肺胞蛋白症

【書名・発行所】 Common Diseaseをおさえる :胸部画像診断ベスト 65, メジカルビュー社

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 142-144

【著　　者】 広畑 優 ,盛満人之 ,藤村直子 ,竹内靖治 ,安陪等思
「編者」中原一郎

【タイトル】 基礎編 CASの合併症

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 Carotid Artery Stenting (CAS)のすべて

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 94-109

【著　　者】 広畑 優 ,森満人之 ,藤村直子 ,竹内靖治 ,安陪等思 .中原一郎「編者」

【タイトル】 「特異症例への対応」屈曲病変

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 MEDICAL VIEW社

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 198-214

【著　　者】 広畑 優 ,盛満人之 ,藤村直子 ,竹内靖治 ,安陪等思 .中原一郎「編者」

【タイトル】 「特異症例への対応」対側閉塞例

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 MEDICAL VIEW社

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 288-297
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【著　　者】 西村 浩 ,長田周治 ,安陪等思 . 早渕尚文 ,井上広義「編者」

【タイトル】 病気を見つけるⅡ MRI

【書名・発行所】知りたい ! 医療放射線

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 52-69

【著　　者】 安陪等思 ,田中法瑞 ,小金丸雅道 . 早渕尚文 ,井上広義「編者」

【タイトル】 病気を治すⅡ 血管造影・インターベンショナル・ラジオロジー

【書名・発行所】知りたい ! 医療放射線

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 94-105

【著　　者】 「監修」加藤治文

【タイトル】 リンパ節転移は、CTでどのように評価するの ?

【書名・発行所】ナーシングケア Q&A 19:徹底ガイド肺がんケア Q&A

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 19 , 46-47

【著　　者】 安陪等思 ,広畑 優 「編集」中原一郎

【タイトル】 3T-MRIによる血管壁評価への期待

【書名・発行所】頚動脈ステント留置術 Carotid Artery Stenting (CAS)のすべて (株 )メジカル
ビュー社 ,東京

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 28-31

【著　　者】 Fujimoto K, Mller NL.
「Eds.」Müller NL, Lee KS, Franquet T, Silva CIS

【タイトル】 Anterior Mediastinal Masses

【書名・発行所】 Imaging of The Chest (Expert Series) I & II

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 2 , 1473-1525

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 柏木淳之 ,清末一路 ,中原一郎 ,松本省二 ,広畑 優 ,安陪等思 ,堀 雄三 ,岡原美香 ,
田上秀一 ,相良佳子 ,近藤やよい ,島田隆一 ,東 登志夫 ,久保 毅 ,森  宣

【論　　題】 Angioguard XPを用いた頸動脈ステント留置術中塞栓性合併症に関する多施設共
同研究 -MR plaque image と狭窄長によるハイリスク群の抽出 -

【雑 誌 名】 JNET 脳神経血管内治療

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 3 , 179-187
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【著　　者】 小島和行 ,大木詩乃 ,安陪等思 ,小林真衣子 ,鈴木 弦 ,早渕尚文

【論　　題】 頭頸部の診断と治療 update
下咽頭・頸部食道

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 53 , 1445-1452

【著　　者】 藤本 公則

【論　　題】 びまん性肺疾患の CT診断の進歩

【雑 誌 名】 日本胸部臨床

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 67 , S136-S143

【著　　者】 藤本公則

【論　　題】 COPD画像診断の最前線 -慢性閉塞性肺疾患における肺気腫と気道病変
:Volumetric CT dataを用いた各種画像解析による評価

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 53 , 1176-1184

【著　　者】 安陪等思 ,広畑 優 ,才田義文 ,内山雄介 ,田中法瑞 ,竹内靖治 ,早渕尚文

【論　　題】 脳動脈瘤塞栓術用離脱式 coilによるMRIアーチファクトについての実験的検討

【雑 誌 名】 脳神経血管内治療

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 2 , 119-124

【著　　者】 鈴木 弦 ,田中法瑞 ,淡河恵津世 ,江藤英博 ,末藤大明 ,服部睦行 ,辻 千代子 ,渡邉
祐子 ,安陪等思 ,内山雄介 ,早渕尚文 ,楠川仁悟

【論　　題】 舌癌に対する Seldinger法を用いた超選択的急速動注併用の放射線療法

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 53 , 918-922

【著　　者】 加悦美恵 ,安陪等思 ,藤野 浩 ,森本紀巳子 ,神代龍吉 ,犬塚裕樹 ,上野隆登

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成の現状解析と今後の方向性
-Advanced OSCEにおける学生 SPとの対比 -

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 71 , 199-207
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【著　　者】 小島和行 ,大木詩乃 ,内山大治 ,安陪等思 ,早渕尚文 ,神﨑好彦 ,山本直樹 ,才田義
文 ,
菊池亮之

【論　　題】 造影MRIのピットフオール 頭頸部・眼窩

【雑 誌 名】 INNERVISION

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 23 , 76-80

【著　　者】 坂井 真二 , 片山 礼司 , 杜下 淳次 , 坂口 太郎 , 大久保 征司 , 前田 孝 , 早渕 尚文

【論　　題】 直接変換型 FPDを搭載したディジタル X線透視撮影システムの基本的な画質特性

【雑 誌 名】 日本放射線技術学会雑誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 1 , 49

【著　　者】 田中法瑞 ,安陪等思 ,長田周治 ,内山雄介 ,早渕尚文

【論　　題】 経皮的椎体形成術の海外における状況 :適応と合併症を巡る諸問題

【雑 誌 名】 日本 IVR学会雑誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 23 , 25-28

【著　　者】 Arakawa H, Fujimoto K, Honma K, Suganuma N, Morikubo H, Saito Y, Shida H, Kaji
Y

【論　　題】 Progression from Near-Normal to End-Stage Lungs in Chronic Interstitial Pneumonia
Related to Silica Exposure: Long-Term CT Observations

【雑 誌 名】 AJR American Journal of Roentgenology

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 191 , 1040-1045

【著　　者】 Uchiyama D, Fujimoto K, Fujimoto N, Hayabuchi N

【論　　題】 Anatomic Variation of the Intrahepatic Bile Duct

【雑 誌 名】 Internal Medicine

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 47 , 1631

【著　　者】 Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M, Mutou M, Ibi R, Shiraishi S, Okada T, Uchida Y,
Otsuka M, Tonan T, Fujimoto K, Oriishi T, Tanaka S, Takakura M, Sata M.

【論　　題】 Supplement improves nutrition and stresses caused by examination-associated fasting
in patients with liver cirrhosis.

【雑 誌 名】 Hepatol Res

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 Epub ahead of print

57.画像診断センター

- 168 -



【著　　者】 Suzuki S, Furui S, Matsumaru Y, Nobuyuki S, Ebara M, Abe T, Itoh D

【論　　題】 Patient Skin Dose during Neuroembolization by Multiple-Point Measurment Using a
Radiosensitibe Indicatior

【雑 誌 名】 AJNR Am J Neuroradiolo

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 29 , 1076-1081

【著　　者】 Ogo E, Komaki R, Fujimoto K,  Uchida M, Abe T, Nakamura K, Mitsumori M,
Sekiguchi K, Kaneyasu Y, Hayabuchi N

【論　　題】 A Survey of Radiation-Induced Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia
Syndrome after Breast-Conserving Therapy in Japan.

【雑 誌 名】 Int J Radiat Oncol Biol Phys

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 71 , 123-131

【著　　者】 Daimon T, Johkoh T, Sumikawa H, Honda O, Fujimoto K, Koga T, Arakawa H,
Yanagawa M, Inoue A, Mihara N, Tomiyama N, Nakamura H, Sugiyama Y:

【論　　題】 Acute eosinophilic pneumonia: Thin-section CT findings in 29 patients.

【雑 誌 名】 European Journal of Radiology

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 65 , 462-467

【著　　者】 Fujimoto K

【論　　題】 Usefulness of contrast-enhanced magnetic resonance imaging for evaluating solitary
pulmonary nodules

【雑 誌 名】 Cancer Imaging

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 8 , 36-44

【著　　者】 Sumikawa H, Johkoh T, Colby TV, Ichikado K, Suga M, Taniguchi H, Kondoh Y,
Ogura T, Arakawa H, Fujimoto K, Inoue A, Mihara N, Honda O, Tomiyama N,
Nakamura H, Muller NL.

【論　　題】 Computed Tomography Findings in Pathological Usual Interstitial Pneumonia:
Relationship to Survival

【雑 誌 名】 Am J Respir Crit Care Med

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 177 , 433-439

【著　　者】 Ogo E, Komaki R, Fujimoto K, Uchida M, Abe T, Nakamura K, Mitsumori M,
Sekiguchi K, Kaneyasu Y, Hayabuchi N

【論　　題】 A survey of Radiation-Induced bronchiolitis obliterans organizing pneumonia
syndrome after breast-conserving therapy in Japan

【雑 誌 名】 International Journal of Radiation Oncology Bioloby Physics

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 71 , 123-131
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【著　　者】 Suzuki s, Furui S, Yamaguchi I, Yamagishi M, Abe T, Kobayashi I, Haruyama T

【論　　題】 Entrance Surface Dose during Three-dimensional Imaging with Flat-panel Detector
Angiography System

【雑 誌 名】 J Vasc Interv Radiol

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 1361-1365

【著　　者】 Nagata S, Nishimura H, Uchida M, Sakoda J, Tonan T, Hiraoka K, Nagata K, Akiba J,
Abe T, Hayabuchi N.

【論　　題】 Diffusion-weighted imaging of soft tissue tumors: usefulness of the apparent diffusion
coefficient for differential diagnosis.

【雑 誌 名】 Radiat Med

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 287-97

【著　　者】 Daiji Uchiyama, Masamichi Koganemaru, Toshi Abe, Daizou Hori, Naofumi
Hayabuchi

【論　　題】 Arterial catheterization and embolization for management of emergent or anticipated
massive obstetrical hemorrhage

【雑 誌 名】 Radiation Medicine

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 26 , 188-197

「その他」

【著　　者】 安陪等思

【論　　題】 放射線防御の基本

【雑 誌 名】 第 24回日本脳神経血管内治療学会総会 脳血管内治療のサイエンスとテクノロ
ジー

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 42-46

【著　　者】 藤本公則

【論　　題】 1. 胸部 X線写真の話題 :Mach bandとその応用
2. MDCTの話題 :Volumetric dataを用いた慢性閉塞性肺疾患における各種気道評
価

【雑 誌 名】 福岡県放射線科医会誌

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 30 , 8-9

【著　　者】 藤本公則

【論　　題】 薬剤性肺障害

【雑 誌 名】 断層映像研究会雑誌

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】
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58.臨床検査部

「単行本 /著書」

【著　　者】 単著 :佐川公矯、編者 :稲葉頌一

【タイトル】 貯血式自己血輸血

【書名・発行所】現在の輸血療法、適正な輸血療法の実施に向けて。真興交易㈱医書出版部

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 170-186

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 川島 博信、丹生 恵子、小野 順子、佐川 公矯

【論　　題】 福岡県における、輸血検査の制度管理調査に基づいた検査室の視察・点検の試み

【雑 誌 名】 日本輸血細胞治療学会誌

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 54 , 507-511

【著　　者】 真茅 孝志、山下 大輔、杉原 学、小島 英樹、佐野 茂、上田 直行、加納 龍彦

【論　　題】 コ・オキシメ -タで測定される総ビリルビン濃度の評価

【雑 誌 名】 医療機器学

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 78 , 427-432

【著　　者】 高橋孝喜、稲葉頌一、半田誠、坂本久浩、比留間潔、河原和夫、松崎道男、窪田
良次、程原佳子、今中雄一、大塚節子、紀野修一、高松純樹、佐川公矯

【論　　題】 2006年度輸血関連総括アンケ -ト調査報告ー輸血管理体制 ,輸血療法委員会およ
び血液の適正使用推進に関する調査ー

【雑 誌 名】 日本輸血細胞治療学会誌

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 54 , 398-405

【著　　者】 佐川公矯

【論　　題】 輸血用血液採取と細菌汚染

【雑 誌 名】 臨床検査

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 52 , 211-213

【著　　者】 棚町千代子、橋本好司、中田一徳、佐川公矯

【論　　題】 気管支拡張症患者に発症した Exophiala dermatitidisによる難治性の肺黒色真菌症
の 1例

【雑 誌 名】 日本臨床微生物学雑誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 18 , 25-30
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【著　　者】 長井 健祐、後藤 憲志、廣瀧 慎太郎、日高 秀信、古賀 洋安、池永 昌昭、升永 憲
治
、津村 直幹、橋本 好司

【論　　題】 初回髄液検査に異常を認めなかった Streptococcus bovisによる乳児細菌性髄膜炎
の 1例

【雑 誌 名】 感染症学雑誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 82 , 26-29

【著　　者】 伊藤 慎一郎、田代 恭子、東谷 孝徳、高木 基成、佐川 公矯

【論　　題】 手術室における臨床検査技師の役割 -臨床検査部から手術室へのロ -テ -ション体
制 -

【雑 誌 名】 私立医科大学臨床検査技師会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 46 , 39-43

【著　　者】 Kanahara M, Kai H, Okamura T, Wada T, Suda K, Imaizumi T, Sagawa K

【論　　題】 Usefulness of high-concentration calcium chroride solution for correction of activated
partial thromboplastin time (APTT)in patients with high-hematocrit value

【雑 誌 名】 Thrombosis Research

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 121 , 781-785

【著　　者】 Yumiko Nagao,Katsuya Kawasaki,Michio Sata

【論　　題】 Insulin resistance and lichen planus in patients with HCV-infectious liver diseases

【雑 誌 名】 Journal of Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 23 , 580-585

「その他」

【著　　者】 佐川 公矯

【論　　題】 久留米大学病院での不規則抗体陽性患者の実態とその対策

【雑 誌 名】 第 19回北海道輸血シンポジウム

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 3 , 141-148
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59.放射線治療センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 小島和行 大木詩乃 安陪等思 小林真衣子 鈴木弦 早渕尚文

【論　　題】 下咽頭・頸部食道

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 53 , 1445-1452

【著　　者】 鈴木弦 田中法瑞 淡河恵津世 江藤英博 末藤大明 服部陸行 辻千代子 渡邉祐子 安陪
等思 内山雄介 早渕尚文 楠川仁悟

【論　　題】 舌癌に対する Seldinger法を用いた超選択的急速動注併用の放射線治療

【雑 誌 名】 臨床放射線

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 53 , 918-922

【著　　者】 末藤大明 鈴木弦 魚住淳 淡河恵津世 早渕尚文

【論　　題】 胃悪性リンパ腫の放射線治療 :最近の知見から

【雑 誌 名】 血液 .腫瘍科

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 56 , 432-437

【著　　者】 淡河恵津世  江藤英博 鈴木弦 末藤大明 辻千代子 服部陸行 早渕尚文

【論　　題】 乳癌術後 23年後の胸壁再発に対する治療経験

【雑 誌 名】 癌と化学療法

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 35 , 323-326

【著　　者】 Shibamoto Y, Ogino H, Suzuki G, Takemoto M, Araki N, Isobe K, Tsuchida E,
Nakamura K, Kenjo M, Suzuki K, Hosono M, Tokumaru S, Ishihara S, Kato E, Ii N,
Hayabuchi N.

【論　　題】 Primary central nervous system lymphoma in Japan: Changes in clinical features,
treatment, and prognosis during 1985-2004.

【雑 誌 名】 Neuro-Oncology

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 10 , 560-568
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60.病理部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 鹿毛 政義

【論　　題】 特集 小児病理 最近のトピックス
新生児期の胆汁うっ滞症の新しい知見

【雑 誌 名】 病理と臨床

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 26 , 892-897

【著　　者】 大和 靖彦、木村 昭彦、宝珠山 厚生、松下 優美、西浦 博史、牛島 高介、  藤沢 卓
爾、鹿毛 政義、松石 豊次郎

【論　　題】 B型肝炎ウイルスキャリアーから発症した若年性肝細胞癌 4例

【雑 誌 名】 日本小児科学会雑誌

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 112 , 1111-1116

【著　　者】 相川 映美子、河原 明彦、加留部 謙之助、大島 孝一、鹿毛 政義

【論　　題】 Primary effusion lymphoma 6例の細胞学的検討

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会雑誌

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 47 , 275-281

【著　　者】 山口知彦、河原明彦、湊宏、大田俊一郎、藤吉啓造、牛島公生、嘉村敏治、鹿毛
政義

【論　　題】 子宮頸部神経内分泌腫瘍の細胞学的検討

【雑 誌 名】 日本臨床細胞学会雑誌

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 47 , 86-94

【著　　者】 佐藤 孝、舘道 芳徳、高須 修、鹿毛 政義

【論　　題】 脾臓の生理機能と病理

【雑 誌 名】 肝胆膵

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 56 , 331-338

【著　　者】 安河内 秀興、木下 良正、原田 篤邦、津留 英智、谷川 健、鹿毛 政義

【論　　題】 von Hippel-Lindau病に合併した錐体骨病変

【雑 誌 名】 脳神経外科ジャーナル別冊

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 17 , 716-722
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【著　　者】 Nishio, S. , Ushijima, K. , Tsuda, N. , Takemoto, S. , Kawano, K. , Yamaguchi, T. ,
Nishida, N. , Kakuma, T. , Tsuda, H. , Kasamatsu, T. , Sasajima, Y. , Kage, M. ,
Kuwano, M. , Kamura, T.

【論　　題】 Cap43/NDRG1/Drg-1 is a molecular target for angiogenesis and a prognostic indicator
in cervical adenocarcinoma

【雑 誌 名】 Cancer Letters

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】

【著　　者】 Azuma, K., Sasada, T., Kawahara, A., Takamori, S., Hattori, S., Ikeda, J., Itoh, K.,
Yamada, A., Kage , M., Kuwano, M., Aizawa, H.

【論　　題】 Expression of ERCC1 and class III β -tubulin in non-small cell lung cancer patients
treated with carboplatin and paclitaxel

【雑 誌 名】 Lung Cancer

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】

【著　　者】 Suzuki, F., Toyoda, J., Katano, Y., Sata, M., Moriyama, M., Imazeki, F., Kage, M.,
Seriu, T., Omata, M., Kumada, H.

【論　　題】 Efficacy and safety of entecavir in lamivudine-refractory patients with chronic
hepatitis B: Randomized controlled trial in Japanese patients

【雑 誌 名】 Journal of Gastroenterology and Hepatology

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 23 , 1320-1326

【著　　者】 Ishida Y, Nagamatsu H, Koga H, Yoshida H, Kojiro M, Sata M

【論　　題】 Hepatocellular carcinoma with a "nodule-in-nodule" appearance reflecting an unusual
dilated pseudoglandular structure

【雑 誌 名】 Internal Medicine

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 47 , 1215-1218

【著　　者】 Kawahara, A., Harada, H., Akiba, J., Kage, M.

【論　　題】 Salivary duct carcinoma cytologically diagnosed distinctly from salivary gland
carcinomas with squamous differentiation

【雑 誌 名】 Diagnostic Cytopathology

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 36 , 485-493

【著　　者】 Kudo, M., Zheng, R.Q., Kim, S.R., Okabe, Y., Osaki, Y., Iijima, H., Itani, T., Kasugai,
H., Kanematsu, M., Ito, K., Usuki, N., Shimamatsu, K., Kage, M., Kojiro, M.

【論　　題】 Diagnostic accuracy of imaging for liver cirrhosis compared to histologically proven
liver cirrhosis

【雑 誌 名】 Intervirology

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 51 , 17-26
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【著　　者】 Fujii, T. , Kawahara, A. , Basaki, Y. , Hattori, S. , Nakashima, K. , Nakano, K. ,
Shirouzu, K. , Kohno, K. , Yanagawa, T. , Yamana, H.  , Nishio, K. , Ono, M. ,
Kuwano, M. , Kage, M.

【論　　題】 Expression of HER2 and estrogen receptor a depends upon nuclear localization of
Y-box binding protein-1 in human breast cancers

【雑 誌 名】 Cancer Research

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 68 , 1504-1512

【著　　者】 Fujii, T. , Yokoyama, G. , Takahashi, H. , Toh, U. , Kage, M. , Ono, M. , Shirouzu, K.
, Kuwano, M.

【論　　題】 Preclinical and clinical studies of novel breast cancer drugs targeting molecules
involved in protein kinase C signaling, the putative mestastasis-suppressor gene Cap43
and the Y-box binding protein-1

【雑 誌 名】 Current Medicinal Chemistry

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 15 , 528-537

【著　　者】 Yahara, T., Yamaguchi, R., Yokoyama, G., Yamaguchi,. Nakagawa, S., Toh, U.,
Shirozu, K., Kage, M., Fujii, T.

【論　　題】 Adenomyoepithelioma of the breast diagnosed by a Mammotome biopsy: Report of a
case

【雑 誌 名】 Surgery Today

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 38 , 144-146

【著　　者】 Yamaguchi, R., Furusawa, H., Nakahara, H., Inomata, M., Namba, K., Tanaka, M.,
Ohkuma, K., Tayama, K., Fujii, T., Yano, H., Kage, M., Kojiro, M.

【論　　題】 Clinicopathological study of invasive ductal carcinoma with large central acellular
zone: Special reference to magnetic resonance imaging findings

【雑 誌 名】 Pathology International

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 58 , 26-30

【著　　者】 Fujii, T., Yokoyama, G., Takahashi, H., Namoto, R., Nakagawa, S., Toh, U., Kage, M.,
Shirozu, K., Kuwano, M.

【論　　題】 Preclinical studies of molecular-targeting diagnostic and therapeutic strategies against
breast cancer.

【雑 誌 名】 Breast cancer (Tokyo, Japan)

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 15 , 73-78
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61.消化器病センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 鶴田 修 .田中信治 編

【タイトル】 実践編 -Case Study:Q & A- 第 2章 太い茎を有する有茎性病変の切除とその手技の
実際 出血予防 1

【書名・発行所】症例で身につける消化器内視鏡シリーズ 大腸 EMR・ESD、羊土社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 182-188

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志 .田中信治 編

【タイトル】 基礎編 -手技のコツとポイント - 第 4章 偶発症対策 出血対策 (EMR/ESD全体、抗
凝固薬も含めて )

【書名・発行所】症例で身につける消化器内視鏡シリーズ 大腸 EMR・ESD、羊土社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 138-141

【著　　者】 鶴田 修、河野弘志、吉森建一、澤 優子、唐原 健、光山慶一、佐田通夫 .武藤徹一
郎、他編

【タイトル】 大腸鋸歯状病変の診断と治療

【書名・発行所】大腸疾患 NOW 2008、日本メディカルセンター

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 119-126

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 林 俊壱、鶴田 修、藤井隆広

【論　　題】 VI型 pitの診断 症例検討

【雑 誌 名】 早期大腸癌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 12 , 107-121

【著　　者】 Tobaru T, Mitsuyama K, Tsuruta O, Kawano H, Sata M

【論　　題】 Sub-classification of type VI pit patterns in colorectal tumors: relation to the depth of
tumor invasion

【雑 誌 名】 Int J Oncol

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 33 , 503-508
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「その他」

【著　　者】 鶴田 修

【論　　題】 大腸癌の発生・発育進展 歴史的流れと現状の問題点

【雑 誌 名】 胃と腸

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 43 , 1879-1883

【著　　者】 鶴田 修

【論　　題】 早期大腸癌の内視鏡治療

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 71 , 229-232
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62.循環器病センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉
監修 :矢崎義雄
編者 :相澤義房、今泉 勉、島本和明、友池仁暢、永井良三、松崎益徳

【タイトル】 高血圧

【書名・発行所】「心血管疾患診療のエクセレンス」日本医師会

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 S102-S113

【著　　者】 松岡秀洋
編者 :白井将文

【タイトル】 血管老化のメカニズム

【書名・発行所】「男性更年期障害 :その関連領域も含めたアプローチ」新興医学出版社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 22-25

【著　　者】 松岡秀洋
編者 :熊谷裕生、小室一成、堀内正嗣、森下竜一

【タイトル】 VALIANT

【書名・発行所】「高血圧ナビゲーター第 2版」メディカルレビュー社

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 204-205

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 小池明広、藤野正典、大島文雄、阿部 健、安藤真一、石原保之、伊藤 昭、稲生哲
治、江島準一、上野高史、臼井 真、大月 務、熊谷浩一郎、斉藤太郎、白井和之、
戸高浩司、富永光裕、豊田文俊、永島隆一、林 靖生、冷牟田浩司、藤見幹太、山
本雄祐

【論　　題】 福岡市とその近郊における急性心筋梗塞治療の実情

【雑 誌 名】 臨床と研究

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 85 ,  90-99

【著　　者】 Furuki K, Adachi H, Enomoto M, Otsuka M, Fukami A, Kumagae S, Matsuoka H,
Nanjo Y, Kakuma T, Imaizumi T

【論　　題】 Plasma level of asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a predictor of carotid
intima-media thickness progression: Six-year prospective study using carotid
ultrasonography

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 31 , 1185-1189
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「その他」

【著　　者】 横山晋二、上野高史、今泉 勉

【論　　題】 虚血性心疾患に対する薬物療法

【雑 誌 名】 診断と治療

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 96 , 2125-2131

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 内皮機能評価法の臨床応用

【雑 誌 名】 血圧

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 15 , 419-423

【著　　者】 光武良亮、横山晋二、上野高史

【論　　題】 血管内視鏡からみたステント血栓症

【雑 誌 名】 Coronary Intervention

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 4 , 50-54

【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 目でみるページ・検査 FMD

【雑 誌 名】 Cardiac Practice

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 19 , 7-12

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 低血圧の定義と薬物治療の是非

【雑 誌 名】 日本医事新報

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 43771 , 90-92

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 心腎連関を解く新しい分子標的と降圧薬

【雑 誌 名】 循環 plus

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 8 , 2-6

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 血管内皮機能測定の標準化

【雑 誌 名】 心臓

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 40 , 424-428
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【著　　者】 松岡秀洋、今泉 勉

【論　　題】 心不全 :主要薬剤の大規模臨床試験 :カルシウム拮抗薬

【雑 誌 名】 日本臨床増刊号 大規模臨床試験 :循環代謝系を中心に

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 66 , 282-284

【著　　者】 松岡秀洋

【論　　題】 FMDによる血管内皮機能測定

【雑 誌 名】 血栓と循環

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 16 , 84-88

【著　　者】 Inoue T, Matsuoka H, Higashi Y, Ueda S, Sata M, Shimada KE, Ishibashi  Y, Node K

【論　　題】 Flow-mediated vasodilation as a diagnostic modality for  vascular failure.

【雑 誌 名】 Hypertens Res

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 12 , 2105-2113
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63.集学治療センター

「単行本 /著書」

【著　　者】 峯 孝志 ,伊東恭悟

【タイトル】 第 5章 癌の免疫療法 3 ペプチドワクチン療法

【書名・発行所】がんの温熱免疫療法 ハイパーサーミック・イムノロジー ,診断と治療社

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 115-119

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 峯 孝志、山名秀明

【論　　題】 テーラーメイド癌ペプチドワクチン開発の現状と課題。

【雑 誌 名】 Biotherapy

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 22 , 117-123

【著　　者】 Mine T, Matsueda S, Li Y, Tokumitsu H, Gao H, Danes C, Wong KK, Wang X,
Ferrone S, Ioannides CG.

【論　　題】 Breast cancer cells expressing stem cell markers CD44(+) CD24 (lo) are eliminated by
Numb-1 peptide-activated T cells.

【雑 誌 名】 Cancer Immunol Immunother

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】

【著　　者】 Itoh K, Yamada A, Mine T, Noguchi M.

【論　　題】 Recent Advances in Cancer Vaccines: An Overview.

【雑 誌 名】 Jpn J Clin Oncol

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】

【著　　者】 Fujii T,Kawahara A, Basaki Y, Hattori S, Nishimura K,  Nakano K, Shirouzu K,
Hohno K,  Yanagawa T, Yamana H, Nishio K, Ono M, Kuwano M, Kage M

【論　　題】 Expression of HER2 and estrogen receptor alpha depends upon nuclear localization of
Y-box binding protein-1 in human breast cancers.

【雑 誌 名】 Cancer Res

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 68 , 1504-1512
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「その他」

【著　　者】 峯 孝志

【論　　題】 【細胞免疫療法 -新しい試み -】 Notch, Numb特異的治療 -癌幹細胞へのアプロー
チ -

【雑 誌 名】 Biotherapy

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 22 , 315-321

【著　　者】 峯 孝志 ,山名秀明

【論　　題】 テーラーメイド癌ペプチドワクチン開発の現状と課題

【雑 誌 名】 Biotherapy

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 22 , 117-123
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64.病院情報部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 和田豊郁 ,中村幸泰 ,小林慶太 ,中村陽子 ,西徹平 ,藤綾香 ,今岡いづみ ,竹尾美保
子 ,堤ひろみ ,桑野綾子 ,重富都子 ,児玉有子

【論　　題】 在宅診療専門クリニックにおけるユビキタスな電子カルテの導入と効果

【雑 誌 名】 医療情報学 27連合大会論文集

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 28 , 431-432

【著　　者】 Kanahara T, Kai H, Okamura T, Wada T, Suda K, Imaizumi T, Wagawa K.

【論　　題】 Usefulness of high-concentration calcium chloride solution for correction of activated
partial thromboplastin time (APTT) in patients with high-hematocrit value

【雑 誌 名】 Thrombosis reserch

【発行年月】 2008.5

【巻 、 頁】 121 , 781-785
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65.薬剤部

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 永田郁夫

【論　　題】 漢方服薬指導エッセンス Q&A(17and18)

【雑 誌 名】 漢方医薬学雑誌

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 16 , 18-19

【著　　者】 酒井 義朗 , 井上 光鋭 , 執行 素美 , 石橋 幹雄 , 有馬 千代子 , 久保 裕子 , 鶴田 美恵子
, 永田 見生 , 三浦 美穗 , 升永 憲治 , 渡邊 浩

【論　　題】 点眼薬の分注に関するアンケート調査
-流行性角結膜炎の集団発生を経験して -

【雑 誌 名】 医療薬学

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 34 , 1028-1031

【著　　者】 永田郁夫

【論　　題】 ここを知っておきたい !漢方薬の基本的な知識

【雑 誌 名】 月刊ナーシング 学習研究社

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 28 , 90-93

【著　　者】 久保 裕子 ,酒井 義朗 ,有馬 千代子 ,靍田 美恵子 ,三宅 美穂 ,升永 憲治 ,本田 順一
,渡邊 浩

【論　　題】 抗菌薬の適正使用に関する当院 ICTの取り組み -指定抗菌薬使用届出制導入後に
おけるMRSA陽性患者数の推移も含めて

【雑 誌 名】 環境感染誌

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 23 , 201-205

【著　　者】 永田郁夫

【論　　題】 漢方服薬指導エッセンス Q&A(15and16)

【雑 誌 名】 漢方医薬学雑誌

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 16 , 16-17

【著　　者】 永田郁夫

【論　　題】 漢方服薬指導エッセンス Q&A(13and14)

【雑 誌 名】 漢方医薬学雑誌

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 16 , 18-19
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【著　　者】 酒井 義朗 , 井上 光鋭 , 有馬 千代子 , 久保 裕子 , 鶴田 美恵子

【論　　題】 指定抗菌薬使用届出制度の導入効果

【雑 誌 名】 日本環境感染学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 23 , 66-71
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66.看護学科

「単行本 /著書」

【著　　者】 三橋睦子著 ,酒井明子・菊池志津子編集

【タイトル】 感染看護と災害

【書名・発行所】災害看護 ,南江堂

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 292-308

【著　　者】 海田真治子・中島洋子 (共著 )「小田正枝編著」

【タイトル】 「褥瘡」症状別アセスメント・看護計画ガイド

【書名・発行所】看護学生必修シリーズ、照林社

【発行年月】 2008.11

【巻 、 頁】 229-244

【著　　者】 藤丸千尋 編者 :小野正子、草場ヒフミ

【タイトル】 子どもの遊びと成長・発達の援助技術

【書名・発行所】根拠がわかる小児看護技術 メヂカルフレンド社

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 P15～ P26

【著　　者】 木室知子

【タイトル】 これわかる ?高齢患者さんのことば

【書名・発行所】プチナース

【発行年月】 2008.10

【巻 、 頁】 17 , 96

【著　　者】 三橋睦子著 ,小田正枝編集

【タイトル】 排尿障害

【書名・発行所】症状別アセスメント・看護計画ガイド ,看護学生必修シリーズ ,照林社

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 183-198

【著　　者】 (中嶋カツヱ )「編者 :北川眞理子、内山和美」

【タイトル】 正常な分娩経過を逸脱した場合のアセスメントとケア

【書名・発行所】根拠がわかる母性看護技術

【発行年月】 2008.8

【巻 、 頁】 165-187

66.看護学科

- 187 -



【著　　者】 藤丸千尋  総編集 :糸川嘉則総編集

【タイトル】 ターミナル期にある小児の看護
白血病

【書名・発行所】看護・介護・福祉の百科辞典 朝倉書店

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 676 , P131　　P144

【著　　者】 田中佳代

【タイトル】 糖代謝異常のサインをどうキャッチするか -事例から学ぶ④ 75gOGTTにて「1点
のみ高値」を呈した妊婦へのインタビューをとおして

【書名・発行所】助産雑誌

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 62 , 324-330

【著　　者】 早渕尚文、井上浩義

【タイトル】 知りたい !医療放射線
放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令

【書名・発行所】慧文社

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 119-134

【著　　者】 立石和子、吉本圭一、谷岸悦子、前田由紀子、古賀節子、丸田道子

【タイトル】 大卒看護師に必要な能力の初期キャリア形成過程に関する研究

【書名・発行所】平成 17-19年度文部科学省研究補助金 (基盤研究 C)最終報告書

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 中嶋カツヱ、田中佳代、加藤陽子、堀大蔵、林秀樹、石松順嗣

【論　　題】 妊娠糖尿病妊婦の出産後のセルフケア行動の動機づけに関する研究

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 71 , 360-368

【著　　者】 中嶋カツヱ、平田伸子、福嶋恒太郎

【論　　題】 ローリスク妊婦の受療動態

【雑 誌 名】 久留米医学会雑誌

【発行年月】 2008.12

【巻 、 頁】 71 , 369-375

66.看護学科
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【著　　者】 ○藤好貴子、藤丸千尋、納富史恵、兒玉尚子、奥野由美子

【論　　題】 大学病院小児科病棟新人看護師の臨床実践能力獲得への 3カ月間の経験

【雑 誌 名】 日本小児看護学会誌

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 17 , 9-15

【著　　者】 永松有紀 ,室屋和子

【論　　題】 成人看護学実習 (急性 )における学生の看護技術経験の実態

【雑 誌 名】 産業医科大学雑誌

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 30 , 359-372

【著　　者】 椛勇三郎、西田和子、佐藤祐佳、石井敦子、藤丸知子

【論　　題】 地域看護学実習の実習到達度と実習前理解度、実習内容時間との定量的関連分析

【雑 誌 名】 日本地域看護学会

【発行年月】 2008.9

【巻 、 頁】 11 , 76-80

【著　　者】 加悦美恵、安陪等思、藤野浩、森本紀巳子、神代龍吉、犬塚裕樹、上野隆登

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成の現状解析と今後の方向性 -Advanced OSCE
における学生 SPとの対比 -

【雑 誌 名】 久留米医学会誌

【発行年月】 2008.7

【巻 、 頁】 71 , 199-207

【著　　者】 加悦美恵、安陪等思、藤野浩、森本紀巳子、神代龍吉、犬塚裕樹、上野隆登

【論　　題】 医学科・看護学科共同での SP養成の現状解析と今後の方向性ー Advanced OSCE
における学生 SPとの対比 -

【雑 誌 名】 久留米大学医学会雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 71 , 199-207

【著　　者】 馬場みちえ、西田和子、藤丸知子、児玉尚子、伊藤直子、今村桃子、津山佳子

【論　　題】 女子看護学生における喫煙習慣と性格特性との関連ー禁煙支援へ向けた検討ー

【雑 誌 名】 日本地域看護学会

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 10 , 63-71

【著　　者】 長聡子、川本利恵子、永松有紀、阿南あゆみ、竹山ゆみ子、金山正子

【論　　題】 がん患者の家族に関する看護研究の動向と課題

【雑 誌 名】 産業医科大学雑誌

【発行年月】 2008.6

【巻 、 頁】 30 , 197-213

66.看護学科
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【著　　者】 飯野矢住代、井上浩義

【論　　題】 PET検査施設における放射線被ばく管理

【雑 誌 名】 平成 19年度久留米大学医学部に放射性同位元素施設紀要

【発行年月】 2008.4

【巻 、 頁】 1-4

【著　　者】 木室知子、中島洋子、古村美津代

【論　　題】 高齢者の尊厳を考える演習内容と学生の学び
～身体拘束およびおむつ着用体験後のレポート分析から～

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会誌

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 13 , 75-85

【著　　者】 山口淑恵 ,古村美津代 ,石井敦子 ,石竹達也

【論　　題】 地域包括支援センターの基本機能に関する質的研究による課題の抽出

【雑 誌 名】 日本看護福祉会学会誌

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 13 , 87-95

【著　　者】 立石和子

【論　　題】 看護教育カリキュラムの分析 -看護養成課程による比較 -,

【雑 誌 名】 九州大学大学院人間環境学府 教育システム専攻 教育社会学研究集録

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 9 , 3-17

【著　　者】 立石和子 ,吉本圭一

【論　　題】 大卒看護職の初期キャリアとコンピテンシー形成 -看護師・関係者インタビュー
の分析―

【雑 誌 名】 広島大学論考

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 39 , 219-236

【著　　者】 森田喜一郎、立松康宏、小路純央、川辺千津子、中島洋子、岡本泰弘

【論　　題】 統合失調症者の情動関連探索眼球運動の特性 :視野 (スクリーン )の左右差を含め
て

【雑 誌 名】 臨床脳波

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 50 , 152-158

【著　　者】 長戸和子・池添志乃・瓜生浩子・平原直子・升田茂章・野嶋佐由美

【論　　題】 看護基礎教育における NIC看護介入の習得状況

【雑 誌 名】 高知女子大学看護学部紀要

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 57 , 37-45
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【著　　者】 山口淑江・古村美津代・石井敦子・石竹達也

【論　　題】 地域包括支援センターの基本機能に関する質的研究による課題の抽出

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会誌

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 13 , 87-94

【著　　者】 木室知子・中島洋子・古村美津代

【論　　題】 高齢者の尊厳を考える演習内容と学生の学び -身体拘束およびおむつ着用体験後
のレポート分析から -

【雑 誌 名】 日本看護福祉学会誌

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 13 , 75-86

【著　　者】 平原直子・鈴木和子

【論　　題】 生命の危機を乗り越えたくも膜下出血患者を抱える家族の体験

【雑 誌 名】 家族看護学研究

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 13 , 103-113

【著　　者】 河原田康貴

【論　　題】 成人男性労働者の予防的保健行動の実行に影響を及ぼす要因に関する研究

【雑 誌 名】 久留米醫學會

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 71 , 107

【著　　者】 奥田満代・八百川啓子・川村佐知・常光由香里・西原リカ・久川佐知枝・平原直
子

【論　　題】 要介護高齢者の在宅移行における家族の意思決定を支える技

【雑 誌 名】 家族看護

【発行年月】 2008.2

【巻 、 頁】 6 , 127-134

【著　　者】 平野友裕、田中佳代

【論　　題】 男子看護大学生の効果的な学習の取り組みに向けての研究 -学習・学校生活・実
習の中で男子看護大学生が感じる困難なこと -

【雑 誌 名】 日本看護学会論文集 -看護教育 -

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 38 , 320-322

【著　　者】 Nishiura S,Nakashima Y,Mori K,Kodama T,Hirai S,Kurakake K,Egami C,Morita K

【論　　題】 A Life Span Study of Exploratory Eye Movements in healthy Subjects:
Gender Differences and Affective Influences

【雑 誌 名】 Kurume Medical Journal

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 54 , 65-72
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【著　　者】 椛勇三郎 ,西田和子 ,佐藤祐佳 ,石井敦子 ,藤丸知子

【論　　題】 地域看護学実習の実習到達度と実習前理解度 ,実習内容時間との定量的関連分析

【雑 誌 名】 日本地域看護学会誌

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 11 , 76-80
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67.健康・スポーツ科学センター

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 辻本尚弥 ,濱田広一郎 ,木場孝繁 ,松元圭太郎 ,満園良一 .

【論　　題】 レジスタンストレーニング量およびトレーニング時の疲労感・筋痛に及ぼす分岐
鎖アミノ酸含有飲料摂取の影響 .

【雑 誌 名】 日本臨床スポーツ医学会誌

【発行年月】 2008.1

【巻 、 頁】 16 , 59-67

【著　　者】 豊増功次

【論　　題】 医療従事者に対する職場ストレス対策 -ストレス調査と個人面接の有用性

【雑 誌 名】 身心医学

【発行年月】 2008.

【巻 、 頁】 48 , 349-358
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68.本部事務局情報システム室 :(病院）

「学術雑誌 /論文」

【著　　者】 下川 忠弘

【論　　題】 大学病院における原価計算・経営分析システムの構築

【雑 誌 名】 久留米大学コンピュータジャーナル

【発行年月】 2008.3

【巻 、 頁】 22 , 19-28
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